


  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本投資信託説明書（目論見書）は、前半部分は「りそな ワールド・セレクト・

ファンド」（愛称：りそなオールスター）の「投資信託説明書（交付目論見書）」、

後半部分は同ファンドの「投資信託説明書（請求目論見書）」から構成されてい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金融商品取引法等の施行について 
証券取引法等の一部を改正する法律が平成 18 年 6 月 14 日に公布されておりますが、その主たる部分は当

該公布の日から 1 年 6 月を超えない範囲内において政令で指定する日から施行され、証券取引法は題名を

金融商品取引法と改められ、規定の変更も行われます。 

金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律等の施行に

より、信託約款の規定等の変更を行っていきますが、この変更により商品性の同一性が失われるものでは

なく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。 

なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であっても、証券取

引法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法等の施行前の旧法令諸規

則の規定に関する記載としてお読みください。 
 

[参 考] 予定されている約款変更の内容  

信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。 

 
施行前 施行後 

証券取引法 金融商品取引法 

証券取引所 金融商品取引所 

委託者の認可 委託者の登録 

投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 13 項 投資信託及び投資法人に関する法律第 2条第 8項 
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（投資信託についての一般的な留意事項） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項） 
 
 
 

1. 本投資信託説明書（交付目論見書）により行う｢りそな ワールド・セレクト・

ファンド｣（愛称：りそなオールスター）の受益権の募集については、委託者

は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)の第 5 条の規定により有価証券届出書を

平成 18 年 10 月 27 日に関東財務局長に提出しており、平成18 年 11 月12 日に

その届出の効力が生じております。 

 

2．本投資信託説明書（交付目論見書）は証券取引法第 13 条の規定に基づく目論

見書のうち、同法第 15 条第 2 項の規定に基づき、投資家がファンドを取得す

る際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。 

また、当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書（請求目論

見書）については、販売会社に対して投資家の請求により交付いたします。な

お、販売会社に投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合には、そ

の旨をご自身において記録しておくようにしてください。 

 

3. ｢りそな ワールド・セレクト・ファンド｣（愛称：りそなオールスター）の受

益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響

を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたしま

す。 

 

4. 当ファンドは元本及び分配金が保証されているものではありません。 
 

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいます

ようお願い申し上げます。 
・投資信託は預金ではありません。 
・投資信託は預金保険の対象となりません。 
・投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクがあります）に投資

するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。 
・投資信託の設定･運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口とな

ります）。 
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負

うことになります。 
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりま

せん。 
・投資信託のご購入時にはお申込手数料等がかかります。また、純資産総額に対

して信託報酬が日々かかります（年率約 1.77％（税込・概算値））。 

当ファンドは、主に投資信託証券を通じて国内外の株式、債券や不動産等値動きの

ある資産を投資対象としていますので、市場価格の変動や投資対象となる有価証券

の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基

準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を

被ることがあります。 
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当ファンドの名称 
りそな ワールド・セレクト・ファンド 

愛称：りそなオールスター 

商品分類 追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ 

当ファンドの目的 

主として、投資信託証券に投資をすることにより、そ

の実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が

行い、配当等収益の確保を図るとともに、中長期的な

信託財産の成長を目指します。 

主な投資対象 

主として、投資信託証券に投資します。原則として、

為替ヘッジは行いません。組入対象投資信託証券は、

変更されることがあります。 

信託設定日 平成 18 年 12 月 22 日（金） 

信託期間 平成 18 年 12 月 22 日（金）～無期限とします。 

決算日 毎月 11 日（休日の場合は翌営業日) 

収益分配 

原則として、毎決算時に、収益分配方針に基づいて分

配を行います。ただし、第 1 回目収益分配は、平成 19

年 3 月 12 日（月）とします。 

申込期間 

①当初申込期間：平成 18 年 11 月 13 日（月）から 

平成 18 年 12 月 21 日（木）まで 

②継続申込期間：平成 18 年 12 月 22 日（金）から 

平成 20 年 2 月 8 日（金）まで※1 
ただし、ファンドの休業日※2にあたる場合は、お申込みできません。 
※1 継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することに

よって更新されます。 
※2 ファンドの休業日とは、日本の証券取引所の休業日、ロンドン、ルク

センブルグの銀行休業日及びニューヨーク証券取引所の休業日あるい

は米国債券市場協会が定める休業日に該当する場合を指します。 

募集上限 
① 当初申込期間：2,000 億円 

② 継続申込期間：1兆円 
ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 

フファァンンドドのの概概要要  
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お申込単位 

1 万円以上 1円単位または 1万口以上 1万口単位 

お申込みには、｢自動けいぞく投資コース*1｣と、｢一般 

コース*2｣の 2 つがあります。ただし、販売会社によって

はどちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳し

くは、販売会社にお問合せください。 
*1 「自動けいぞく投資コース」は、収益分配金の「再投資」と「定期引出」

のご選択が可能です。「定期引出」をご希望されるお客さまは、別途定

期引出契約をお申込みください。 
*2 「一般コース」は、収益分配時に分配金を受取るコースです。 

お申込価額 
お申込日の翌営業日の基準価額 

（当初申込期間は 1口当たり 1円） 

お申込手数料 
3.15％（税抜 3.0％）を上限に販売会社が定めるものと

します。 

途中解約 

原則として、毎営業日解約できます。 

ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みで

きません。 

「解約請求」または「買取請求」によりお申込みいただ

けます。ただし、買取のお取扱いについては販売会社に

よって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せ

ください。 

解約単位 1 口単位または 1万口単位 

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 

信託財産留保額 なし 

解約代金のお支払い 
解約請求受付日から起算して、原則として 5 営業日目か

らお支払いします。 

信託報酬 

信託財産の純資産総額に対し、年率 1.176%（税抜 1.12%）

を乗じて得た金額。 

この他、組入投資信託証券においても信託報酬等がかか

ります。 

 

【受益者の方に実質的にご負担いただく信託報酬】 

①上限：純資産総額に対して年率2.126%（税込）※   

※当ファンドの信託報酬（1.176%）に組入投資信託証券のうち信託報

酬が 大のもの（0.95%）を加算しております。  

    

②平成19年8月10日現在：純資産総額に対して 

年率約1.77%（税込・概算値) ＊ 
＊組入投資信託証券の各基本投資比率を考慮して算出しております。

この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの

実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率

は変動します。 
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●前記の信託報酬以外に信託事務等の諸費用、監査報酬

及び実質組入有価証券の売買委託手数料等が信託財産

中から支払われます。 
 

税金等 後記「ファンドにかかる費用・税金」をご覧ください。 

委託会社 クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社 

受託会社 りそな信託銀行株式会社 

販売会社 

株式会社 りそな銀行 

株式会社 埼玉りそな銀行 

株式会社 近畿大阪銀行 

 

【当ファンドの基準価額及び解約価額について委託会社の照会先】 

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社 

お客様サポートライン 

電話番号：0120-202-900（フリーダイヤル） 

受付時間：月曜日～金曜日(祝休日を除く)の午前 9時～午後 5時 

(半日営業日は午前 9時～午前 11 時半) 
インターネットホームページ：http://www.jp.ca-assetmanagement.com 
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当当フファァンンドドはは、、主主ととししてて投投資資信信託託証証券券（（投投資資信信託託及及びび外外国国投投資資信信託託のの受受益益証証券券ままたたはは投投資資法法人人

及及びび外外国国投投資資法法人人のの投投資資証証券券をを含含みみまますす。。以以下下同同じじ））にに投投資資すするるここととにによよりり、、そそのの実実質質的的なな運運

用用ははそそれれぞぞれれのの投投資資先先のの投投資資信信託託証証券券がが行行いい、、配配当当等等収収益益のの確確保保とと中中長長期期的的なな信信託託財財産産のの成成長長

をを目目指指ししてて運運用用をを行行いいまますす。。  
  

 

ファンドの特徴 

1. 当ファンドは、ファンド･オブ･ファンズ※方式で運用することを基本とします。 

 

2. 世界の 11 種類の資産から選定した投資信託証券に分散投資を行うことを基本とします。組入投資

信託証券は、適宜見直しを行い、入替を行うことがあります。 

 

3. 原則として、毎月分配を行います。 

 

4. 原則として、為替ヘッジは行いません。 

 

5. 資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用

を行う場合があります。 

 

 

 

 

1 兆円を限度として信託金を追加することができます。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更

することができます。 

  
※ 投資信託証券のことをファンドといい、ファンド・オブ・ファンズとは投資信託証券に投資する投資信託

証券のことをいいます。一般的な投資信託証券は株式や債券に投資しますが、ファンド・オブ・ファンズ

は、複数の投資信託証券に投資します。即ち、一つのファンドが他の複数のファンドに分散投資を行う仕

組みです。投資先の投資信託証券から株式や債券などへ投資します。 

 
ファンド・オブ・ファンズ方式の投資によるメリットと注意点 
・ 資産規模の大きな投資信託証券（ファンド）へ投資することによって幅広い分散投資を可能に   

します。 
・ 少額でも効率よく資産運用できるので投資コストの軽減が図れます。 
・ 既に運用実績のあるファンドに投資ができます。 
・ ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の他に、投資対象となる組入投資信託証券に関しても信託報

酬等がかかります。 
 

 

 

フファァンンドドのの特特色色  
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物価連動債（インフレリンク債） 

物価上昇率（インフレ率）に連動して元本が変動する債券です。物価

連動債を保有した場合、券面利率は固定されていますが、物価の上昇

に連動して元本が増加するため、利払い額や償還額が増加します。 

リート（不動産投資信託） 

不動産を主な投資対象とする投資法人あるいは投資信託の総称です。

賃貸オフィスビルや賃貸マンションなど安定した収益を生んでいる不

動産を取得し、その賃貸収入や売却により生じた収益から不動産の維

持・管理費用や支払金利を差し引いた利益を投資家に分配します。 

コモディティ（商品） エネルギー、農産物、非鉄金属等の各商品を指します。 

転換社債（CB） 
所有者が一定期間内に発行企業に対し、請求すれば、あらかじめ定め

られた条件で、その発行企業の株式に転換することができる社債です。 
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世界の11種類の資産に分散投資します。 
主として、投資信託証券に投資をすることにより、世界の11種類の資産※1に分散投資※2します。 
 

※1 当ファンドでは、日本株式、海外株式（アジア株式を含む）、新興国株式、海外国債、海外投

資適格債、海外ハイイールド債、新興国国債、グローバル・リート、グローバル物価連動債、

コモディティ及びグローバル転換社債の11種類の資産をいいます。 
※2 分散投資とは、さまざまな種類の資産に投資するという意味です。種類（株式や債券など）、

地域、通貨など性格の異なる資産に投資することで、それぞれの資産の値段の動きを組合せる

ことにより、全体で安定的な収益を目指せるということです。 

 

《資産の分散・地域の分散》 
■ 世界の株式、債券に加えてリート、コモディティや物価連動債など新しい資産にも投資します。 

■ 地域について欧米の先進国からアジア、新興国まで投資先を拡大しています。 

 

 
※新たな資産は、グローバル物価連動債、コモディティ、グローバル転換社債とします。 
＊上記は各資産の基本配分比率のイメージ図であり、実際のファンドの組入とは異なります。また、投資環境の変化により見直しを行

う場合があります。 
＊上記イメージ図は、将来の投資成果等を保証あるいは予測するものではありません。 

 

《通貨の分散》 
■ 世界の二大通貨（米ドル・ユーロ）に加えて、様々な通貨に分散します。 

 
＊上記グラフは、2007年6月末現在において「りそなオールスター」が投資する指定投資信託証券の通貨比率とその基本投資比率を基に

算出したものです。指定投資信託証券の一部については通貨別組入比率につき、上記基準日の1ヵ月前のデータを使用しております。

そのため、当基準日における実際の当ファンドの組入比率とは異なる場合があります。また比率については組入資産のみの比率を表

示しており、現金は除いております。 

＊上記グラフは、将来の投資成果等を保証あるいは予測するものではありません。 
＊構成比率の合計は四捨五入の影響で100%にならないことがあります。 
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《分散投資の効果》 
■世界の11種類の資産に分散投資することで安定的な投資効果が期待されます。 

 

 
 

＊上記は、日本株式はTOPIX（配当込み）※1、海外株式（アジア株式を含む）はMSCIコクサイ・インデックス（グロス、円ベース）※2、新興国

株式はMSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス、円ベース）※2、海外国債はシティグループ世界国債インデックス（除く日本、

円ベース）※3、海外投資適格債はリーマン・ブラザーズ・グローバル総合社債インデックス（円ベース）※4（2001年6月まではリーマン・ブラ

ザーズ米国社債インデックス（円ベース）を使用）※4、海外ハイイールド債はメリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス（円ベ

ース）（1997年12月まではメリルリンチ 米国ハイイールド・マスター・インデックスⅡ（円ベース）を使用）、新興国国債はJPモルガンEMBI

グローバル・ダイバーシファイドインデックス（円ベース）※5、グローバル・リートはS&P/シティグループ・グローバルREITインデックス（円

ベース）※6、グローバル物価連動債はバークレイズ世界物価連動国債インデックス（円ベース）※7、コモディティはS&P GSCIトータル・リタ

ーン指数（トータル・リターン、円ベース）※8、グローバル転換社債はUBS グローバル・フォーカス CBインデックス（円ベース）に基づきク

レディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成しています。11資産分散ポートフォリオは、各指数を「りそなオールスター」の基

本配分比率に基づき、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が合成・計算しております 

（出所：ブルームバーグ、データストリーム、RIMES等）。 

 
※1 「TOPIX（東証株価指数）」は東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利

は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所はTOPIXの算出もしくは公表の方法変更、TOPIX の算出もしくは公表の停止またはTOPIX

の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 
※2 Morgan Stanley Capital International （以下、MSCI）が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI社に

帰属しております。 
※3 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主

要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 上記グラフは、当インデックスのデータに基づ

きクレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成したものです。 
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※4 「リーマン・ブラザーズ・グローバル総合社債インデックス（円ベース）」とは、米国大手証券会社である リーマン・ブラザーズ社の算

出する債券ベンチマークで、世界の社債市場のパフォーマンスをあらわすものです。「リーマン・ブラザーズ米国社債インデックス（円ベ

ース）」とは、米国大手証券会社である リーマン・ブラザーズ社の算出する債券ベンチマークで、米国投資適格社債市場のパフォーマン

スをあらわすものです。 
※5 JPモルガンEMBI（エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス）グローバル・ダイバーシファイドインデックス。 上記グラフは、

当インデックスのデータに基づきクレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成したものです。 
※6 S＆P/シティグループ・グローバルＲＥＩＴインデックスは、スタンダード＆プアーズ（以下「S＆P」といいます）が有するS＆Pシティグ

ループ・グローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づ

いて算出される指数です。 
※7 “バークレイズ・キャピタル”は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの投資銀行部門であるバークレイズ・キャピタルの商標であり、

バークレイズ・グローバル・インベスターズは使用許諾に基づいてこれを使用します。バークレイズ・キャピタルは、独特なビジネス・

モデルを用いて、事業会社、金融機関、政府機関及び超国家機関の資金調達及びリスク管理需要に対しソリューションを提供しています。

バークレイズ・キャピタルは、バークレイズ世界物価連動国債インデックス(円ベース)（以下、「本指数」といいます）を作成、維持し、

本指数の権利を所有しています。バークレイズ・キャピタルは、りそなオールスター（以下、「本ファンド」といいます）のスポンサー

ではなく、本ファンドを推奨、販売、宣伝するものではありません。バークレイズ・キャピタルは、本ファンドの適否または本指数もし

くは本指数に含まれるデータの使用について、一切表明を行いません。 
※8  S&P GSCI トータル・リターン指数は、商品（コモディティ）価格のベンチマークとして 1991 年にゴールドマン・サックスにより設計さ

れ、2007 年 2 月にスタンダード＆プアーズ社によって買収され、名称変更された指数です。 

 

＊上記は、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を保証あるいは予測するものではありません。

また、過去の指数に基づいて算出した結果であり、「りそなオールスター」の運用実績ではありません。 

 

 

 

世界有数の運用会社が運用する、厳選された投資信託証券に投資します。 

 
※  2007年7月1日より名称が変更となっております。 

※※ 2007 年 7 月 1 日より名称が変更となっております。また、2007 年 10 月より「CAAM FUNDS ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・フ

ァンド」が「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド」に名称が変更される予定です。 

＊前記は平成19年8月10日現在の投資する投資信託証券の一覧（指定投資信託証券）です。今後、前記投資信託証券の一部が名称変更とな
る場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは前記以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券
に追加となる場合等があります。また、各投資対象資産の基本配分比率及び各指定投資信託証券の基本投資比率は、投資環境の変化等
により見直しを行う場合があります。 
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原則として、毎月分配を行います。 

■ 原則として、毎月11日（休日の場合は翌営業日）に決算を行い、利子・配当等収益を中心に分配

を行います。 

■ 基準価額の水準等によっては、売買益（評価益を含みます）等を中心に分配する場合があります。 

■ ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。 

 
＊上図はイメージであり、将来の分配金の支払及びその金額について 

示唆・保証するものではありません。 

分配金額は、委託会社が収益分配方針に基づいて決定します。 

予め一定額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない 

場合もあります。 

 

資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる 

運用を行う場合があります。 
 
 
 
りそなオールスターの設定来の基準価額の推移（2007 年 6 月 29 日現在） 

 
 

※基準価額［税引前分配金再投資］は、当ファンドの基準価額に、分配金（税引前）をその分配を行う日に無手

数料で全額再投資したと仮定して算出したものであり、実際の基準価額とは異なります。 

＊当グラフは2006年12月22日（設定日）からの実績を示したものであり、将来の運用成果を保証あるいは予測す

るものではありません。 

＊ご購入時には、お申込手数料（お申込手数料率の上限は3.15％（税抜3.0％））がかかります。 

＊基準価額計算においては信託報酬（純資産総額に対して年率約1.77％(税込・概算値)）が控除されております。 

＊分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の分配をお約束するものではあ

りません。ファンドの運用状況（基準価額水準及び市況動向）等によっては、分配金が支払われない場合もあ

ります。 
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当ファンドは、ファンド･オブ･ファンズ方式で運用することを基本とします。当ファンドは、主として投資

信託証券に投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い、配当等収益

の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コー

ル･ローン及び手形割引市場において売買される手形に直接投資することがあります。 
 

① 主として、投資信託証券に投資をすることにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券

が行い、配当等収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。 

② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。また、当初の投資対象資産毎の投資信託

証券への基本配分比率は下記の通りとすることを基本とします。ただし、実際の配分比率は、下記基本配

分比率と乖離する場合があり、また、予期せぬ投資環境等が発生した場合には大きく異なることがありま

す。なお、基本配分比率については、将来見直しを行うことがあります。 

 

投資対象資産 基本配分比率 

1 日本株式 2.5%程度 

2 海外株式（アジア株式を含む） 5.5%程度 

3 新興国株式 2.0%程度 

4 海外国債 2.0%程度 

5 海外投資適格債 20.0%程度 

6 海外ハイイールド債 36.0%程度 

7 新興国国債 15.0%程度 

8 グローバル・リート 10.0%程度 

9 グローバル物価連動債 2.0%程度 

10 コモディティ 4.0%程度 

11 グローバル転換社債  1.0%程度 

 

③ 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます）

の中から、投資対象資産毎の利回り水準や市況動向、資金動向等を勘案し、投資を行います。 

④ 指定投資信託証券は運用の基本方針に鑑み、定性評価・定量評価等を勘案して適宜見直しを行います。こ

の際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに投資信託証券（フ

ァンド設定時以降に設定された投資信託及び外国投資信託の受益証券（投資法人及び外国投資法人の投資

証券を含みます）も含みます）が指定投資信託証券として指定される場合もあります。 

⑤ 原則として、為替ヘッジは行いません。 

⑥ 資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用を行う場

合があります。 
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① 投資対象資産の種類 

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定める

ものをいいます。以下同じ） 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権 

ハ．約束手形（証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるもの(CP)を除きます） 

ニ．金銭の信託の受益権 

２）次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

② 有価証券の指図範囲 

委託会社は、主として投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券に投資することを指図します。 

１）コマーシャル・ペーパー及び短期社債等 

２）外国または外国法人の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの 

③ 金融商品の指図範囲 

委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図

することができます。 

１）預金 

２）指定金銭信託 

３）コール・ローン 

４）手形割引市場において売買される手形 

④ 金融商品による運用の特例 

前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必

要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の１）から４）までに掲げる金融商品により運用す

ることの指図ができます。 

投投資資対対象象  
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①収益分配方針 

ファンドは、毎決算時(毎月 11 日。休日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を

行います。ただし、第 1 回目の収益分配は、初回決算の平成 19 年 3 月 12 日とします。 

１）分配対象収益の範囲  

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子･配当収入と売買益(評価益を含みます)等の

全額とします。 

２）分配対象収益についての分配方針 

分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益

額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 

３）留保益の運用方針 

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行

います。 

 

②収益の分配 

１）信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

(ⅰ)配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいま

す）は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その

残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配

準備積立金として積立てることができます。 

(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます）は、諸経費、信託報酬及

び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を

売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てる

ため、分配準備積立金として積立てることができます。 

(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて

計算されるものとします。 

(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの（追加型証券投資信託の収益分配のうち

非課税とされるもの）とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則とし

て、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、

各受益者毎の信託時の受益権の価額等とは、原則として、各受益者毎の個別元本をいい、追加信託

のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

２）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

 

③収益分配金の支払 

１）収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該

収益分配金にかかる決算日において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払以前のため販売会社の

名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします）に、毎計算期

間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日から支払います（原則として決算日から起算して 5

営業日までにお支払いを開始）。 

２）上記 1)の規定にかかわらず、別に定める契約（自動けいぞく投資契約）に基づいて収益分配金を再

投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として毎計算期間終了日に収益分配金を販売会社に交

付します。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を

行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

３）上記１）に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。 

４）受益者が、収益分配金について上記１）に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないとき

は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

分分配配方方針針  
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【当ファンドの信託約款で定める投資制限】 
 

１）投資信託証券以外への投資は、信託約款の範囲内で行います。 

２）株式への投資制限 

株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます）への直接投資は行いません。 

３）外貨建資産への投資制限 

外貨建資産（外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます）の投資割合には制限を設けません。 

４）同一銘柄の投資信託への投資制限 

原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ 1 ファンドへの投資割合は純資産総額の 50%を

超えないものとします。ただし、信託約款若しくは定款等において、ファンド・オブ・ファンズに

のみ取得される（販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます）ファンドであることが記

載されているファンドを組入れる場合には 50%以上の取得ができるものとします。 

また、不動産を主たる投資対象とする投資信託及び外国投資信託の受益証券または投資法人及び外

国投資法人については、同一銘柄への投資比率を、信託財産の純資産総額の 30％以下とします。 

５）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場

合には、制約されることがあります。 

６）外国為替予約取引の指図及び範囲 

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為

替の売買の予約を指図することができます。 

７）資金の借入れの制限 

(a）委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払

資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます）を

目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ（コ

ール市場を通じる場合を含みます）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって

有価証券等の運用は行わないものとします。 

(b）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である

場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金及び有価証

券等の償還金の合計額を限度とします。 

(c）収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(d）借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

８）受託者による資金の立替え 

(a）信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託

会社は資金の立替えをすることができます。 

(b）信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の配

当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受

託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。 

(c）立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定

めます。 

 
 
 

投投資資制制限限  
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【法令により禁止または制限される取引等】 
 

投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます）等により、後記に掲げる取引は、禁止

または制限されます。 

１）同一法人の発行する株式の投資制限 

投資信託委託業者は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図

型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権

の総数の 50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託

会社に指図することはできません。 

２）先物取引等の評価損の制限 

委託会社は、信託財産の純資産の 100 分の 50 を乗じた額が、当該信託財産に係る次の(a)、(b)に

掲げる額（これらの取引のうち、当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取

引がある場合には、当該評価益の合計額を控除した額とします）ならびに(c)及び(d)に掲げる額の

合計額を下回ることとなるものにかかわらず、当該信託財産に係る有価証券先物取引等を行うこと

または継続することを受託会社に指図することはできません。 

(a）当該信託財産に係る先物取引等評価損（有価証券オプション取引等及び有価証券店頭オプショ

ン取引等の売付約定に係るものを除きます）。 

(b）当該信託財産に係る有価証券オプション取引等及び有価証券店頭オプション取引等のうち売付

約定に係るものにおける原証券等（オプションの行使の対象となる一または複数の有価証券若

しくは有価証券指数またはこれと類似のものをいいます）の時価とその行使価格との差額であ

って当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに係る帳

簿価額を控除した金額であって評価損となるもの。 

(c）当該信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書に係る時

価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの。 

(d）当該信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書に係る時

価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの。 
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当ファンドの主要投資対象は、投資信託証券であり、当該投資信託証券は、値動きのある資産（外貨建資

産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、金

融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。また、当ファンドは、預金保険の対象で

はなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。 
 
当ファンドにおける主な実質的リスクは、以下のとおりです。各リスクにより当ファンドの基準価額は下

落する可能性があり、投資元本を下回ることがあります。 
 
①価格変動リスク 

・上場、非上場にかかわらず、有価証券への投資にはリスクが伴います。有価証券の価格は経済状況や

金利、証券の市場感応度の変化等により変動します。従って、ファンドの基準価額は、ファンドが置

かれている投資環境により変動します。 
・新興国の株式市場は、欧米等の先進国の株式市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性

が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格

の変動性が大きくなる傾向が考えられます。 
・債券及びその他確定利付証券への投資もリスクを伴います。一般に、債券価格は金利によって変動し

金利が上昇すると債券価格は下がります。債券及びその他確定利付証券の市場価格は、発行体の債務

不履行や流動性リスクなどの信用リスクの影響も受けます。 
・リート（不動産投資信託）は、株式と同様に証券取引所等で売買され、その価格及び配当は、不動産

市況に対する見通し、市場における需給、リートの収益及び財務内容の変動、リートに関する税制、

会計制度等の変更等、様々な要因で変動します。 
・商品先物の取引価格は、様々な要因（商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替レー

ト、金利の変動、政治的・経済的事由及び政策、疾病、伝染病、技術発展等）に基づき変動します（個々

の品目により具体的な変動要因は異なります）。 
②金利変動リスク 

金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した

場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因になります。 
③物価変動リスク 

物価変動リスクとは、物価変動により、物価連動国債（インフレ連動国債）の元本や利金が変動する

リスクをいいます。一般に、物価の下落は、物価連動国債（インフレ連動国債）の元本や利金を減少

させるため、当ファンドが投資対象とする投資信託証券が実質的に投資する物価連動国債（インフレ

連動国債）の価格が下落し、当ファンドの基準価額に影響します。 
④信用リスク 

・当ファンドまたは当ファンドが投資対象とする投資信託証券が取引を行う一定の組織化された市場が、

主たる市場になります。かかる市場において、当ファンドまたは当ファンドが投資対象とする投資信

託証券は相手方当事者の債務不履行による影響を受けます。 
・相手方当事者が破産した場合、本来ならば相当の利益を得ていたと思われる場合でも、当ファンドま

たは当ファンドが投資対象とする投資信託証券の資金を回収することは不可能となり、受益者は多大

な損失を被ることがあります。 
・有価証券等への投資は、該当する発行体の財政状況、一般的な経済状況、若しくはその両方、あるい

は金利の予期せぬ上昇により、特に債務超過の発行体が利払い・元本償還能力を失うおそれのある場

合、不利な変動をすることがあります。該当する発行体の利払い・元本償還能力は、（発行体）企業の

特定の事業展開や、特定の経営プランの実現不能若しくは追加的資金調達が不可能な場合にも、不利

な変動をするおそれがあります。また、景気の低迷や金利上昇は、債務証券の発行体の債務不履行の

可能性を増大させるおそれがあります。また、当該発行体が債務不履行に陥った場合は、その債券の

元金や利息の支払が滞ったり、支払われなくなり、ファンドの基準価額の下落要因となります。 
・ハイイールド債や新興国債券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べて元金や利息の

支払が滞るリスクがより高くなることが想定されます。 

フファァンンドドのの主主ななリリススクク  
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⑤流動性リスク 
一般に、市場規模や取引量が小さい組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買でき

ない場合、不測の損失を被るリスクがあります。 
⑥為替変動リスク 

・外貨建資産に投資した場合は、為替変動によって重大な損失が生じるリスクがあります。 
・当ファンドが投資対象とする投資信託証券が実質的に投資する外貨建資産については原則として為替

ヘッジを行いません。従って、為替変動の影響を大きく受けます。 
・外貨建資産は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて、価格が大

きく変動することがあります。 
⑦カントリーリスク 

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に

対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難

となることがあります。新興国の経済状況は、先進国に比べて脆弱である可能性があります。そのた

めインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の

悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きくなることが予想されます。さら

に政府当局による海外からの投資規制などの複数の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更

等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性があります。 
⑧市場参加リスク 

当ファンドまたは当ファンドが投資対象とする投資信託証券が（直接若しくは間接に）取引または投

資を行う相手方であり、または当ファンドまたは当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託財

産の保管を委託されるブローカー会社及び銀行を含む機関は、営業能力または当ファンドまたは当フ

ァンドが投資対象とする投資信託証券の資本ポジションを損なうような財政困難に直面することがあ

ります。 
⑨ビジネスリスク 

一般に、投資した企業の経営等に重大な危機が生じた場合には、重大な損失が生じるリスクがありま

す。 
⑩政治的リスク 

ある国の政治状況が、ファンドが投資する国の証券価値に影響を与えることがあり、結果としてファ

ンドの基準価額にも影響が及ぶことがあります。 
⑪分配金に関するリスク 

当ファンドは、毎決算時に、原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額は確定

ではなく、ファンドの運用状況（基準価額水準及び市況動向）等によっては分配を行わないこともあ

ります。 
⑫規制の変更 

・当ファンドまたは当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用に関連する国又は地域の法令、税

制及び会計基準等は今後変更される可能性があります。 
・将来規制が変更された場合、当ファンドまたは当ファンドが投資対象とする投資信託証券は重大な不

利益を被る可能性があります。 
⑬その他 

・前記以外にも、信託報酬、監査費用の負担及びこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在

します。 
・投資環境の変化などにより、継続募集期間の更新を行わないことや、募集を停止することがあります。

この場合は、新たに当ファンドを購入できなくなります。 
・当ファンドが投資対象とする投資信託証券がファミリーファンド方式で運用を行うものがあります。

複数のベビーファンドが同一マザーファンド（親投資信託証券）に投資することがあるため、他のベ

ビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、当該マザーファンドにおいて売買等が生

じた場合などには、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の基準価額に影響を及ぼす場合があり

ます。その結果、当ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。 
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・当ファンドが投資対象とする投資信託証券は運用の基本方針に鑑み、定性評価・定量評価等を勘案し

て適宜見直しを行います。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から

外れたり、新たに投資信託証券（ファンド設定時以降に設定された投資信託及び外国投資信託の受益

証券（投資法人及び外国投資法人の投資証券を含みます）も含みます）が指定投資信託証券として指

定されることにより、前記以外に当ファンドの基準価額の変動を及ぼすリスクが生じる可能性があり

ます。 
・証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済

事情の変化若しくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンド

の運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、当初元本を下回る可能性があります。 
 
 

 

 
 
 
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。 

・投資信託は預金ではありません。 

・投資信託は預金保険の対象となりません。 

・投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクがあります）に投資するため、投資元本及び

分配金が保証された商品ではありません。 

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となります）。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。 

・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

・投資信託のご購入時にはお申込手数料等がかかります。また、純資産総額に対して信託報酬が日々かか

ります（年率約1.77％（税込・概算値））。 

 

そそのの他他のの留留意意点点  
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クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社

信託財産の運用業務等を行います。

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社

信託財産の運用業務等を行います。

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行

募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約
金･償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行

募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約
金･償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。

投資家
（受益者）

委託会社

りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社：

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社）

ファンドの保管、管理業務を行います。

りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社：

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社）

ファンドの保管、管理業務を行います。

受託会社

販売会社

信託契約※1

募集･販売等に関する契約※2

りそな ワールド・セレクト・ファンド
（愛称：りそなオールスター）

りそな ワールド・セレクト・ファンド
（愛称：りそなオールスター）

ファンド

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社

信託財産の運用業務等を行います。

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社

信託財産の運用業務等を行います。

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行

募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約
金･償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行

募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約
金･償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社

信託財産の運用業務等を行います。

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社

信託財産の運用業務等を行います。

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行

募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約
金･償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。

株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
株式会社 近畿大阪銀行

募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約
金･償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。

投資家
（受益者）

投資家
（受益者）

委託会社

りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社：

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社）

ファンドの保管、管理業務を行います。

りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社：

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社）

ファンドの保管、管理業務を行います。

受託会社

りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社：

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社）

ファンドの保管、管理業務を行います。

りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社：

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社）

ファンドの保管、管理業務を行います。

受託会社

販売会社

信託契約※1

募集･販売等に関する契約※2

りそな ワールド・セレクト・ファンド
（愛称：りそなオールスター）

りそな ワールド・セレクト・ファンド
（愛称：りそなオールスター）

ファンド

りそな ワールド・セレクト・ファンド
（愛称：りそなオールスター）

りそな ワールド・セレクト・ファンド
（愛称：りそなオールスター）

ファンド

 
 

 

※1 信託契約 
委託会社と受託会社との間において「信託契約（投資信託約款）」を締結しており、委託会社及び受託会社の業

務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定して

います。 

 

※2 募集・販売等に関する契約 

委託会社と販売会社との間において募集・販売等に関する契約を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の
取扱、収益分配金及び償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。 

 
 

フファァンンドドののししくくみみ  
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名称   ：クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 ：代表取締役 青野 晴延 

本店の所在の場所 ：東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号 

 

 

【委託会社の資本金】 
3 億円（有価証券届出書提出日現在） 

 

 

【委託会社の沿革】 
昭和 61 年 7 月  1 日 「インドスエズ･アセット･マネージメント･ジャパン･リミテッド」設立 
昭和 63 年 6 月  8 日 証券投資顧問業の登録 
平成元年  1 月 31 日 投資一任契約にかかる業務の認可 
平成 2 年  7 月 20 日 「インドスエズ･ガートモア･アセット･マネージメント株式会社」に商号変更 
平成 6 年  9 月 20 日 「インドスエズ･ガートモア投資顧問株式会社」に商号変更 

平成 7 年 10 月  2 日 「インドスエズ投資顧問株式会社」に商号変更 

平成 9 年  9 月  1 日 「インドカム投資顧問株式会社」に商号変更 

平成 10 年 9 月 30 日 「インドカム･アセット･マネージメント投信株式会社」に商号変更 

平成 10 年 11 月 24 日 証券投資信託委託業の免許取得（法律改正に伴い、現在は認可取得） 

平成 13 年 4 月 25 日 「クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社」に商号変更 

 

 

【大株主の状況】 
  （有価証券届出書提出日現在）

株 主 名 住 所 所 有 株 数 所 有 比 率 

クレディ･アグリコル アセット

マ ネ ジ メ ン ト ･ エ ス ･ エ ー 

フランス共和国 パリ市 パスツール

大通り 90番地 75015 
23,200株 100% 

 

 

委委託託会会社社のの概概要要  
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 《クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社概要》 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、クレディ・アグリコル・グループ※の資産運用

会社であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー（フランス）の 100%子会社で、日

本における資産運用ビジネスの拠点として、1986 年以来、日本のお客様に資産運用サービスを提供して

おります。 

現在、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、日本株式の運用拠点としてパリ本社運

用チームと連携した日本株式アクティブ運用を行っており、元本確保型ストラクチャード商品を中心とす

る投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅

広い商品提供を行っております。 

 
※クレディ・アグリコル・グループは、1894 年に設立された、フランス 大級のリテールバンク、クレデ

ィ・アグリコル エス・エーを中核とする金融グループです。 

クレディ・アグリコル エス・エーは、欧州大陸第 1 位のユニバーサルバンク※1（地銀 41 行、従業員数

約 77,000 人超、11,000 支店※2）であり、フランス国内で上位の格付を取得しております（スタンダード

&プアーズ社：AA－格、ムーディーズ社：Aa2 格、フィッチ社：AA 格※2）。 

クレディ・アグリコル・グループの業務内容は、商業銀行部門、地方銀行部門、資産運用部門、生命保

険部門、損害保険部門、コンサルタント部門等と広範囲にわたっております。 

また、2003 年 6 月にフランス大手銀行クレディ・リヨネを買収したことで、ユーロ圏 大級の金融グル

ープとなっております。 

 
※1 自己資本（第一分類）は 605.99 億米ドル（出所：The Banker, July 2006）に基づきます。 

※2 2006 年 12 月末現在 
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【運用体制】 
当ファンドの運用体制は以下の通りです。 

 
委託会社

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社
当社運用部により投資信託証券に投資を行う

ファンド･オブ･ファンズ運用

トレーディングデスク
有価証券売買等の実行

リスク管理委員会
ファンド･オブ･ファンズ運用に伴う

運用･業務管理･システム(IT)にかかわる
各種リスクのチェック

コンプライアンス部
社外規制及び社内運用ガイドラインのチェック

運
用
指
図

主として有価証券等に投資する投資信託証券を
主要投資対象とし、原則として投資方針に
基づき投資を行う。

委託会社
クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社

当社運用部により投資信託証券に投資を行う
ファンド･オブ･ファンズ運用

トレーディングデスク
有価証券売買等の実行

リスク管理委員会
ファンド･オブ･ファンズ運用に伴う

運用･業務管理･システム(IT)にかかわる
各種リスクのチェック

コンプライアンス部
社外規制及び社内運用ガイドラインのチェック

運
用
指
図

主として有価証券等に投資する投資信託証券を
主要投資対象とし、原則として投資方針に
基づき投資を行う。

 

 
当ファンドの運用体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
 
【リスク管理体制】 

 
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社ではリスク管理を徹底すべく、以下のように 2 段

階でリスクのモニター・管理を行っております。 

 

・運用上のリスク管理 

当ファンドの運用を担当する運用部は、企画本部からのフィードバックをもとにリスク・パフォーマ

ンス状況の検討、組入投資信託証券のリスク試算等を行い、リスク管理が運用プロセスの重要な一部

であるとの認識に立って、運用の決定を行います。またコンプライアンス部とともに、ポートフォリ

オ対規約規制、顧客の指定規約や社内規定の遵守を徹底しております。 

 

・業務上のリスク管理 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社の運用状況モニター及びリスク管理については、

現在以下の事項が実施されています。 

（ⅰ）ファンド毎に、目論見書（信託約款）上のファンド個別の投資制限や投信法及び社団法人投資信

託協会規則等に基づくチェック項目がシステムにプログラムされ、日次ベースでコンプライアンス

担当者が運用状況を確認します。 

（ⅱ）投資制限等に超過が見つかった場合は、運用担当者に連絡し事情を確認。市場変動等外的要因に

よる“一時的な超過”とみなせる場合も含め、適切にポジションの改善が図られるまで日次で確認

及び運用担当者との連絡を続けます。 

（ⅲ）運用状況の確認の結果は、毎月開かれるコンプライアンス委員会（メンバーは会長、社長、法務

部長、コンプライアンス部長及び同スタッフ、業務管理本部長、運用部長）に報告されます。同委

員会においては、決済に関わる問題、その他受託者責任上の諸問題が発生した場合の問題処理手続

や再発防止策についても報告、議論がなされ、リスク管理について必要な方策を講じています。 

（ⅳ）四半期毎にリスク管理委員会（メンバーは全ての常勤取締役、法務部長、コンプライアンス部長

及び運用部で構成）が開かれ、運用・業務管理・システム（IT）に関わるリスクの週次・月次モニ

ターの結果等を通じてリスク管理体制全般の構築が行われています。 

運運用用体体制制及及びびリリススクク管管理理体体制制  
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ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店・営業所において取扱っております。

販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社にお問

合せください。 
当初申込期間 平成 18 年 11 月 13 日（月）から平成18 年 12 月21 日（木）まで 

 

継続申込期間 平成 18 年 12 月 22 日（金）から平成20 年 2 月 8 日（金）まで※1 

 

申込期間 

取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時（半日営業日の場合には午前 11 時）

までに受け付けたもの（当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了し

たもの）を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱い

となります。 

ただし、申込日がファンドの休業日※2にあたる場合は、お申込みできません。 

※1 継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新さ

れます。 
※2 ファンドの休業日とは、日本の証券取引所の休業日、ロンドン、ルクセンブルグの

銀行休業日及びニューヨーク証券取引所の休業日あるいは米国債券市場協会が定め

る休業日に該当する場合を指します。 

お申込単位 

1 万円以上 1 円単位または 1 万口以上 1 万口単位 

お申込みには「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」の 2 つがあります。ただし、

販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売

会社にお問合せください。 
* 「自動けいぞく投資コース」は、収益分配金の「再投資」と「定期引出」のご選択が可能です。 

「定期引出」をご希望されるお客さまは、別途定期引出契約をお申込みください。 
* 「一般コース」は、収益分配時に分配金を受取るコースです。 

当初申込期間 1 口当たり 1 円 
お申込価額 

継続申込期間 取得申込日の翌営業日の基準価額 

当初申込期間 
 

払込期日 

継続申込期間 

お申込みを受付けた販売会社が定める日までにお申込金額をお申

込みの販売会社にお支払いください。払込期日は販売会社によっ

て異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認くだ

さい。 

 
 

※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替

機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ

ます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数

の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、

振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を

行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、

その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権

については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定し

た旨の通知を行います。 

 
 
 

 

買買付付（（販販売売））のの申申込込手手続続  
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ファンドの申込方法

 
 
 

 

 

解約期間 

原則として、毎営業日解約のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売

会社においてお申込みください。 

途中解約の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時（半日営業日の場合

には午前 11 時）までに受け付けたもの（当該解約の申込みにかかる販売会社所定の

事務手続きが完了したもの）を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場

合は翌営業日の取扱いとなります。 

ただし、申込日がファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 

 解約単位 1 口単位または 1 万口単位  

 
解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 

 
解約金の支払 

解約金は、解約請求受付日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社におい

てお支払いします。 

１）証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中解約

の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すこと

ができます。 

２）受益権の買取 

販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 

買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せくだ

さい。 

 
 
買付(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。 
 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン 

電話番号：0120-202-900（フリーダイヤル） 

受付時間：月曜日～金曜日(祝休日を除く)の午前9時～午後5時(半日営業日は午前9時～午前11時半) 

インターネットホームページ：http://www.jp.ca-assetmanagement.com 
 

 
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ

の信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申

請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記

録が行われます。 

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

 

換換金金（（解解約約））のの申申込込手手続続  
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時期 項目 費用･税金 

申込時 申込手数料※1 3.15%（税抜3.0%）を上限に販売会社が定めるものとします。 

途中解約時 所得税及び地方税 解約価額※2の個別元本超過額※3に対して課されます。 

収益分配時 所得税及び地方税 普通分配金に対して課されます。 

償還時 所得税及び地方税 償還時の個別元本超過額に対して課されます。 

※1 申込手数料についての詳細はお申込みの販売会社の本支店営業所等にお問合せください。 

委託会社のインターネットホームページ（http://www.jp.ca-assetmanagement.com）でも販売会社の申込手数料等がご覧

いただけます。 

※2 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 
※3 お客さまの個別元本（受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含

まれません）をいいます）を上回る金額に対して課税されます。 

 
※ 当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。 

（注）税制が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。当ファンドの会計上・税務上の

お取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。 

 

 

 
 
当ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。 

 
【信託報酬等】 
時期 信託報酬 

信託報酬

の総額 

信託財産の純資産総額に対し、 

年率 1.176%（税抜 1.12%）を乗じて得た金額 

委託会社 

年率0.441%（税抜0.42%） 

*CA グローバル REIT マザーファンドにかかる投資顧問会社への報酬は、

委託会社の信託報酬から年率 0.01575%（税抜 0.015%）が支払われます。 

販売会社 年率0.6825%（税抜0.65%） 

毎日 
信託報酬

の配分 

受託会社 年率0.0525%（税抜0.05%） 

信託報酬は、毎計算期間末、または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

委託会社は、受託会社の同意のうえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。 

 

なお、この他にファンドが投資対象とする組入投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。 

 

 

おお客客様様にに直直接接ごご負負担担いいたただだくく費費用用・・税税金金  

フファァンンドドでで間間接接的的ににごご負負担担いいたただだくく費費用用  
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【（参考）ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬】 
 指定投資信託証券の名称 信託報酬率（年率） ファンド籍 

1 CAAM Funds ジャパン・バリュー 0.7000％ 外国 

2 DWS 欧州株式ファンド（適格機関投資家専用） 0.7980％（税抜 0.7600%） 国内 

3 
フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド 

（適格機関投資家専用） 
0.7560％（税抜 0.7200%） 国内 

4 CAAM FUNDS グレーター・チャイナ 0.8500％以内 外国 

5 CAAM FUNDS 韓国ファンド 0.8500％以内 外国 

6 CAAM FUNDS インドファンド 0.8500％以内 外国 

7 JPM エマージング株式ファンド F（適格機関投資家専用） 0.9030％（税抜 0.8600%） 国内 

8 SG 海外国債インカムファンド F（適格機関投資家専用） 0.4830％（税抜 0.4600%） 国内 

9 ドイチェ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用） 0.5775％（税抜 0.5500%） 国内 

10 CAAM FUNDS ユーロ・コーポレイト・ボンド・ファンド 0.4000％ 外国 

11 PCA 米国ハイイールド社債ファンド（適格機関投資家専用） 0.7350％（税抜 0.7000%） 国内 

12 CAAM FUNDS ヨーロピアン･ハイイールド・ボンド・ファンド 0.6000％ 外国 

13 JPM 新興国ソブリン･ファンド F（適格機関投資家専用） 0.7875％（税抜 0.7500%） 国内 

14 CA グローバル REIT マザーファンド － 国内 

15 
ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債 

サブ・トラスト－FOF クラス 
0.5850％以内 外国 

16 
ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債ポートフォリオ 

－クラスＩシェア 
0.7100％以内 外国 

17 
ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・ 

サブ・トラスト－FOF クラス 
0.5350％以内 外国 

18 JPM グローバル・コンバーティブル（ユーロ）C（acc）－ユーロ 0.9500％以内 外国 

上記の信託報酬率は、平成 19 年 8 月 10 日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。 

国内籍指定投資信託証券の場合は、委託会社等への報酬（委託者報酬）と受託会社等への報酬（受託者報酬）を合計した数字

です。外国籍指定投資信託証券の場合は、基本的に投資顧問会社等への報酬（所謂、委託者報酬に相当）、保管銀行業務及び基

準価額算定事務等に関する報酬（所謂、受託者報酬に相当）の他に、その他管理事務（登録、名義書換、監査、法律事務、印

刷等の費用）に関する報酬を含む数字です。また、国内籍指定投資信託証券の場合、上記の他、組入有価証券の売買の際に発

生する売買委託手数料等、監査費用等の費用も別途かかります。外国籍指定投資信託証券の場合、上記の他、組入有価証券の

売買の際に発生する売買委託手数料等がかかり、設立費用、監査費用、法律関係の費用等の費用が別途かかるものもあります。

なお、いずれも申込手数料はかかりません。 
 
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については、「（参考）指定投資信託証券について」
をご覧ください。 
なお、ファンドの信託報酬率にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率を加えた、受益者が実質的
に負担する信託報酬率については、以下の通りです。 

りそなオールスターの実質的な信託報酬（税込・年率） 

①上限：純資産総額に対して年率 2.126%（税込）※ 

②平成 19 年 8 月 10 日現在：純資産総額に対して約 1.77％（税込・概算値）＊ 
 

※当ファンドの信託報酬（1.176％）に組入投資信託証券のうち信託報酬が 大のもの（0.95％）を加算して  
おります。                                                

＊組入投資信託証券の各基本投資比率を考慮して算出しております。この値はあくまでも実質的な信託報酬率
の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。 

                                       

【その他の手数料等】 

① 資金の借入れにかかる借入金の利息 

信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資に係る収益分配金の支払資金の手当て等

を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。 

② 信託事務等の諸費用 

1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、

受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。 

2)信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、毎年 5 月及び

11 月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 

信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金

銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費

用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担し

ますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。 
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課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変

更になることがあります。 

 

① 個別元本について 
(ⅰ)追加型投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手

数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 
(ⅱ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益

者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 
(ⅲ)同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出

が行われます。 
(ⅳ)受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金

を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります（「特別分配金」については、後

記「③収益分配金の課税について」を参照）。 
② 途中解約時及び償還時の課税について 

途中解約時及び償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 
③ 収益分配金の課税について 

追加型投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別

分配金」（受益者毎の元本一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 
受益者が収益分配金を受取る際、 
(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個

別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、 
(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下

回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分

配金となります。なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元

本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 
 

税税金金のの取取扱扱  
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④ 個人、法人別の課税の取扱いについて 
(ⅰ)個人の受益者に対する課税 

 時期 適用期間 源泉税率 方法 

 

 平成 21 年 3 月 31 日まで 
10% 

所得税（7%）地方税（3%） 

 

途中解約時

及び償還時 
平成 21 年 4 月 1 日以降 

20% 

所得税（15%）地方税（5%） 

途中解約時及び償還時の

個別元本超過額に対して

源泉徴収（申告不要）さ

れます。 

 
平成 21 年 3 月 31 日まで 

10% 

所得税（7%）地方税（3%） 

 
収益分配時 

平成 21 年 4 月 1 日以降 
20% 

所得税（15%）地方税（5%） 

収益分配金のうち、｢普通

分配金｣に対して源泉徴

収（申告不要）されます。

｢特別分配金｣には課税さ

れません。 

※確定申告により総合課税の選択もできます。 

(ⅱ)法人の受益者に対する課税 
 時期 適用期間 源泉税率 方法 

 

 平成 21 年 3 月 31 日まで 
7% 

所得税（7%） 

 
途中解約時

及び償還時 
平成 21 年 4 月 1 日以降 

15% 

所得税（15%） 

途中解約時及び償還時の

個別元本超過額に対して

源泉徴収されます。地方

税の源泉徴収はありませ

ん。 
 

平成 21 年 3 月 31 日まで 
7% 

所得税（7%） 

 収益分配時 

平成 21 年 4 月 1 日以降 
15% 

所得税（15%） 

収益分配金のうち、｢普通

分配金｣に対して源泉徴

収されます。地方税の源

泉徴収はありません。｢特

別分配金｣には課税され

ません。 

⑤ 買取時の課税について 
原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税していただきます。 
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合せく

ださい。 
 

当ファンドの収益分配金は、配当控除、益金不算入制度の適用対象外となります。 
税法が変更・改正された場合は、前記の内容が変更になることがあります。 
当ファンドの会計上・税務上の取扱については、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。 
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【資産の評価】 
１）基準価額の算定 

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます）を法令及び社団法人投

資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総

額を控除した金額（「純資産総額」といいます）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい

ます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下｢外貨建有価証券｣といいます）、預金その他

の資産をいいます。以下同じ）の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信

売買相場の仲値によって計算します。 
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとし

ます。 
２）基準価額の算出頻度と公表 

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せることにより

知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に「オルスタ」の名

称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。 

 
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。 
 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン 

電話番号：0120-202-900（フリーダイヤル） 

受付時間：月曜日～金曜日(祝休日を除く)の午前9時～午後5時(半日営業日は午前9時～午前11時半) 

インターネットホームページ：http://www.jp.ca-assetmanagement.com 
 
 
【保管】 

該当事項はありません。 

 
【信託期間】 

平成 18 年 12 月 22 日から無期限とします。ただし、後記「【その他】１）信託の終了」に該当する場合、信

託は終了することがあります。 

 
【計算期間】 

１）この信託の計算期間は、原則として毎月 12 日から翌月 11 日までとします。ただし、第 1 計算期間は信

託契約締結日から平成 19 年 3 月 12 日までとします。 

２）各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日のとき、各計算期間終了日は、

該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、 終計算期間

の終了日は、信託期間の終了日とします。 

 
【受益者の権利等】 
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び途中解約（換金）請求権

を有しています。 

管管理理及及びび運運営営のの概概要要  
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【その他】 

１）信託の終了 

(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること

ができます（以下「繰上償還」といいます）。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約し

ようとする旨を監督官庁に届出ます。 

ⅰ．信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき 
ⅱ．信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合 

ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき 

委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。 

1）委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの

信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

2）前記の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を

述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。 

3）当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える

ときは、信託契約の解約をしません。 

4）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

5）前記 2）から 4）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい

る場合であって、前記 2）の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うこ

とが困難な場合にも同様の取扱とします。 

(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約

を解約し信託を終了させます。 

(c) 委託会社が監督官庁より認可※の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委

託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す

る委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「２）

信託約款の変更」の(c)の異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときに該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。 
※なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。 

(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合において、委託会社が新受託会社を

選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

２）信託約款の変更 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようと

する旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大

なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を

記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約

款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

(b) 前記(a)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。 

(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。 

(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告

し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記（a）から

（d）までの規定に従います。 

３）反対者の買取請求権 

当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重要なものについて変更を行う場合において、一定の

期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己に帰属

する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 
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４）公告 

委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

５）運用報告書の作成 

委託会社は、5 月及び 11 月の計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかか

る知られたる受益者に対して交付します。 
 

 
 

 

 

 

（1）受益証券の名義書換等 

ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益

証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受

益証券の再発行の請求を行わないものとします。 
 

（2）受益者名簿 

作成いたしません。 
 

（3）受益者等に対する特典 

該当するものはありません。 
 

（4）受益権の譲渡制限の内容 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の

受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権

の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また

は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に

は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます）

に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよ

う通知するものとします。 

③ 委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等

において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止

日や振替停止期間を設けることができます。 
 

（5）受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託

者に対抗することができません。 

 
（6）受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場

合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割でき

るものとします。 

 

（7）償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前

において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された

受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原

則として取得申込者とします）に支払います。 

内内国国投投資資信信託託受受益益証証券券事事務務のの概概要要  
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（8）質権口記載又は記録の受益権の取扱について 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一

部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、信託約款の規定によるほか、

民法その他の法令等に従って取扱われます。 
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①内国投資信託受益証券の形態等 

追加型証券投資信託の受益権です。 
格付は取得していません。 

 

②発行価額の総額 
1.当初申込期間：平成 18 年11 月 13 日(月)から平成18 年 12 月21 日(木)まで 

2,000 億円を上限とします（なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消
費税及び地方消費税（以下「消費税等相当額」といいます）は含まれていません）。発行
価額の総額がファンドの効率的な運用を行うに必要な額に満たないと委託会社が判断し
た場合、設定を中止することがあります。 

2.継続申込期間：平成 18 年12 月 22 日（金）から平成20 年 2 月 8 日（金）まで※ 
1 兆円を上限とします（なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税
等相当額は含まれていません）。 
※継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 
③振替機関に関する事項 
振替機関は下記の通りです。 

株式会社 証券保管振替機構 

 
④日本以外の地域における発行 
該当事項はありません。 

 
⑤有価証券届出書の写しの縦覧 
委託会社が、有価証券届出書(有価証券届出書の訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書を含み
ます)の写しを縦覧に供する主要な支店はありません。 

 
 
 
 
 
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の記載項目は、後記の通りです。 
 
第１ ファンドの沿革 
 

第２ 手続等 
１ 申込（販売）手続等 
２ 換金（解約）手続等 
 

第３ 管理及び運営 
１ 資産管理等の概要 

(1）資産の評価 
(2）保管 
(3）信託期間 
(4）計算期間 
(5）その他 

２ 受益者の権利等 
 

第４ ファンドの経理状況 
１ 財務諸表 
２ ファンドの現況 
 

第５ 設定及び解約の実績 

そそのの他他フファァンンドドのの情情報報  

投投資資信信託託説説明明書書（（請請求求目目論論見見書書））のの項項目目  
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(1) 投資状況 

 信託財産の構成（平成 19 年 6 月 29 日現在） 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

投資信託受益証券 日本 32,064,561,491 50.26 

日本円（ルクセンブルグ） 1,880,840,634 2.94 

アメリカ 4,420,155,189 6.92 

ユーロ(ルクセンブルグ) 18,291,442,978 28.67 
投資証券 

小 計 24,592,438,801 38.55 

外貨建株式親投資信託受益証券 － 6,280,135,382 9.84 

 現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 849,806,852 1.33 

合計（純資産総額） 63,786,942,526 100.00 

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいい、小数点第 3 位以下切捨てで表示してお

ります。 

 
＜ご参考＞ 

「CA グローバル REIT マザーファンド」 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

日本 929,947,000 14.80 

アメリカ 3,033,460,118 48.30 

カナダ 110,405,329 1.75 

ユーロ(フランス) 278,485,216 4.43 

ユーロ(オランダ) 102,712,753 1.63 

ユーロ(ベルギー) 40,741,996 0.64 

イギリス 551,117,462 8.77 

オーストラリア 976,558,525 15.54 

ニュージーランド 17,371,079 0.27 

香港 61,193,277 0.97 

シンガポール 94,424,332 1.50 

 

投資証券 

小計 6,196,417,087 98.67 

現金、預金、その他資産（負債控除後） 83,770,130 1.33 

合計（純資産総額） 6,280,187,217 100.00 

(注 1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいい、小数点第 3 位以下切捨てで表示して

おります。 

(注 2)株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各国の時価合計の総額の比率をいい、小数点第 3 位以下切

捨てで表示しております。 
 
 
 

フファァンンドドのの運運用用状状況況  
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(2) 投資資産 

①投資有価証券の主要銘柄 

平成 19 年 6 月 29 日現在 

順位 
国 / 
 地域 

種類 銘柄名 数量 
帳簿価額 
単価 
（円） 

帳簿価額金額 
（円） 

評価額 
単価 
（円） 

評価額金額 
（円） 

投資 
比率 
（％） 

1 

ルクセ

ンブル

グ 

投資証券 

ＣＡ Ｆｕｎｄｓ ヨー

ロピアン・ハイイール

ド・ボンド・ファンド I2 

クラス 

668,943 17,033.52 11,394,455,065 16,931.72 11,326,356,107 17.75 

2 日本 
投資信託 

受益証券 

ＰＣＡ  米国ハイイー

ルド社債ファンド（適格

機関投資家専用） 

10,961,250,058 1.0336 11,330,274,992 1.0298 11,287,895,309 17.69 

3 日本 
投資信託 

受益証券 

ＪＰＭ新興国ソブリ

ン・ファンドＦ（適格機

関投資家専用） 

9,279,517,913 1.0060 9,335,772,821 1.0158 9,426,134,296 14.77 

4 

ルクセ

ンブル

グ 

投資証券 

ＣＡ Ｆｕｎｄｓ ユー

ロ・コーポレイト・ボン

ド・ファンド I2 クラス 

394,312 16,051.45 6,329,282,681 16,070.39 6,336,748,725 9.93 

5 日本 
投資信託 

受益証券 

ドイチェ・米国投資適格

社債ファンド（適格機関

投資家専用） 

6,279,172,280 0.9924 6,231,789,153 1.0070 6,323,126,485 9.91 

6 日本 
親投資信託 

受益証券 

ＣＡグローバルＲＥＩ

Ｔマザーファンド 
5,860,522,007 1.0965 6,426,213,120 1.0716 6,280,135,382 9.84 

7 
ケイマ

ン島 
投資証券 

ゴールドマン・サック

ス・エンハンスト・コモ

ディティ・サブ・トラス

ト FOFクラス 

1,999,098,692 1.22 2,452,899,887 1.25 2,511,153,148 3.93 

8 

ルクセ

ンブル

グ 

投資証券 

ＣＡ Ｆｕｎｄｓ  ジャ

パン・バリュー Ｉ２ ク

ラス 

150,635 10,379 1,563,509,144 10,406 1,567,507,810 2.45 

9 
ケイマ

ン島 
投資証券 

ゴールドマン・サック

ス・グローバル物価連動

債サブ・トラスト FOFク

ラス 

1,069,125,409 1.17 1,259,131,180 1.18 1,269,704,133 1.99 
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10 日本 
投資信託 

受益証券 

ＳＧ  海外国債インカ

ムファンドＦ（適格機関

投資家専用） 

1,242,789,668 0.9997 1,242,494,237 1.0189 1,266,278,392 1.98 

11 日本 
投資信託 

受益証券 

フィデリティ・ＵＳ  エ

クイティ・インカム・フ

ァンド（適格機関投資家

専用） 

1,077,478,016 1.1715 1,262,363,625 1.1654 1,255,692,879 1.96 

12 日本 
投資信託 

受益証券 

ＪＰＭエマージング株

式ファンドＦ（適格機関

投資家専用） 

961,790,825 1.2512 1,203,410,999 1.3038 1,253,982,877 1.96 

13 日本 
投資信託 

受益証券 

ＤＷＳ欧州株式ファン

ド（適格機関投資家専

用） 

1,085,010,624 1.1043 1,198,251,514 1.1534 1,251,451,253 1.96 

14 

ルクセ

ンブル

グ 

投資証券 

JPM グローバル・コンバ

ーティブル（ユーロ）Ｃ

(acc) – ユーロ 

290,015 2,147.48 622,802,386 2,166.57 628,338,146 0.98 

15 

ルクセ

ンブル

グ 

投資証券 

ＣＡ Ｆｕｎｄｓインド

ファンド I2 クラス 21,089 14,192.66 299,309,151 15,213.98 320,847,662 0.50 

16 

ルクセ

ンブル

グ 

投資証券 

ＣＡ Ｆｕｎｄｓ グレ

ーター・チャイナ I2 ク

ラス 

20,652 14,324.87 295,837,397 15,419.82 318,450,246 0.49 

17 

ルクセ

ンブル

グ 

投資証券 ＣＡ Ｆｕｎｄｓ  韓国

ファンド  Ｉ２ クラス 

23,411 12,892 301,837,904 13,384 313,332,824 0.49 

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。 

 



 

ファンドの運用状況 

－36－ 

 

＜ご参考＞ 

「CA グローバル REIT マザーファンド」 

順位 国／地域 種類 銘柄名 数量 
帳簿価額 
単価 
（円） 

帳簿価額 
金額 
（円） 

評価額 
単価 
（円） 

評価額 
金額 
（円） 

投資 
比率 
（％） 

1 
オースト

ラリア 
投資証券 Westfield Group 137,160 2,265.11 310,682,533 2,089.00 286,527,240 4.56 

2 アメリカ 投資証券 Simon Property Group 16,500 13,315.49 219,705,638 11,636.97 192,010,113 3.05 

3 イギリス 投資証券 Land Securities Group 40,320 4,829.15 194,711,481 4,310.52 173,800,359 2.76 

4 フランス 投資証券 Unibail-Rodamco 5,102 33,223.37 169,505,679 32,216.97 164,371,031 2.61 

5 アメリカ 投資証券 Prologis 18,200 7,954.65 144,774,712 7,108.40 129,372,956 2.06 

6 アメリカ 投資証券 Equity Residential 22,000 5,689.19 125,162,230 5,621.88 123,681,549 1.96 

7 アメリカ 投資証券 Vornado Realty Trust 9,000 14,365.92 129,293,313 13,569.69 122,127,240 1.94 

8 アメリカ 投資証券 General Growth Properties Inc 18,300 7,357.97 134,651,010 6,532.78 119,549,874 1.90 

9 アメリカ 投資証券 Archstone-Smith Trust 15,800 6,563.03 103,695,891 7,284.66 115,097,722 1.83 

10 アメリカ 投資証券 Boston Properties Inc 8,200 13,961.72 114,486,180 12,610.73 103,407,990 1.64 

11 アメリカ 投資証券 Host Hotels & Resorts Inc 35,800 3,015.07 107,939,764 2,827.58 101,227,521 1.61 

12 イギリス 投資証券 British Land Co Plc 28,055 3,646.99 102,316,418 3,362.50 94,335,094 1.50 

13 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 55 1,870,876 102,898,213 1,710,000 94,050,000 1.49 

14 イギリス 投資証券 Liberty International Plc 29,844 3,054.93 91,171,386 2,895.90 86,425,311 1.37 

15 
オースト

ラリア 
投資証券 Stockland 96,611 907.77 87,701,166 851.26 82,241,804 1.30 

16 アメリカ 投資証券 Kimco Realty Corp 17,400 5,620.25 97,792,371 4,698.67 81,756,878 1.30 

17 アメリカ 投資証券 AvalonBay Communities Inc 5,500 14,781.46 81,298,053 14,732.03 81,026,193 1.29 

18 イギリス 投資証券 Segro Plc 50,684 1,875.58 95,062,047 1,573.85 79,769,520 1.27 

19 アメリカ 投資証券 Public Storage 7,400 10,645.62 78,777,625 9,629.07 71,255,126 1.13 

20 日本 投資証券 クリード・オフィス投資法人 108 682,581 73,718,841 657,000 70,956,000 1.12 
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21 
オースト

ラリア 
投資証券 GPT Group 145,183 535.91 77,805,357 481.51 69,907,719 1.11 

22 日本 投資証券 
ニューシティ・レジデンス投資

法人 94 702,311 66,017,295 685,000 64,390,000 1.02 

23 日本 投資証券 日本コマーシャル投資法人 120 618,448 74,213,845 536,000 64,320,000 1.02 

24 
オースト

ラリア 
投資証券 Macquarie Goodman Group 88,077 749.89 66,048,393 695.63 61,269,620 0.97 

25 日本 投資証券 ＤＡオフィス投資法人 74 929,042 68,749,169 810,000 59,940,000 0.95 

26 イギリス 投資証券 Hammerson Plc 16,614 4,065.88 67,550,535 3,604.44 59,884,299 0.95 

27 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 53 1,267,758 67,191,199 1,070,000 56,710,000 0.90 

28 アメリカ 投資証券 Developers Diversified Realty 8,500 7,572.73 64,368,280 6,498.26 55,235,271 0.87 

29 アメリカ 投資証券 SL Green Realty Corp 3,563 16,704.73 59,518,975 15,294.10 54,492,881 0.86 

30 日本 投資証券 イーアセット投資法人 86 675,661 58,106,906 620,000 53,320,000 0.84 

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。 
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種類別比率 

種類 投資比率(%) 

投資信託受益証券 50.26 

投資証券 38.55 

親投資信託受益証券 9.84 

合計 98.66 

 
＜ご参考＞ 

「CA グローバル REIT マザーファンド」 

種類 投資比率(%) 

投資証券 98.66 

合計 98.66 

 

②投資不動産物件 

該当事項ありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの 

    該当事項ありません。 

 

(3) 運用実績 

①純資産の推移 

平成 19 年 6 月末日及び同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 

期   間 
純資産総額（円） 

分配落 

純資産総額（円） 

分配付 

1万口当たりの 

純資産額（円） 

分配落 

1 万口当たりの 

純資産額（円） 

分配付 

第 1 特定期間     

 
第 1 期計算期間末 

(平成19年 3月12日) 41,343,839,398 41,507,790,289 10,087 10,127 

 
第 2 期計算期間末 

(平成19年 4月11日) 44,939,260,011 45,779,836,383 10,158 10,348 

 
第 3 期計算期間末 

(平成19年 5月11日) 49,462,071,901 50,192,735,882 10,154 10,304 

 
第 4 期計算期間末 

(平成19年 6月11日) 57,731,372,658 57,959,332,854 10,130 10,170 

 平成 18 年 12 月末日 
30,374,000,344 

－ 
10,033 

－ 

 平成 19 年 1 月末日 
36,835,659,785 

－ 
10,277 

－ 

 2 月末日 
39,678,096,412 

－ 
10,230 

－ 

 3 月末日 
44,108,077,659 

－ 
10,175 

－ 

 4 月末日 
48,188,877,385 

－ 
10,309 

－ 

 5 月末日 
55,880,304,394 

－ 
10,290 

－ 

 6 月末日 
63,786,942,526 

－ 
10,227 

－ 
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②分配の推移 

期   間 1 口当たりの分配金 

第 1 特定期間 (0.0420 円) 

 第 1 期計算期間 
（自 平成 18 年 12 月22 日） 
（至 平成 19 年 3 月 12 日） 

0.0040 円 

 第 2 期計算期間 
（自 平成 19 年 3 月 13 日） 
（至 平成 19 年 4 月 11 日） 

0.0190 円 

 第 3 期計算期間 
（自 平成 19 年 4 月 12 日） 
（至 平成 19 年 5 月 11 日） 

0.0150 円 

 第 4 期計算期間 
（自 平成 19 年 5 月 12 日） 
（至 平成 19 年 6 月 11 日） 

0.0040 円 

 

 

③収益率の推移 

期   間 収益率（％） 

第 1 期計算期間 
（自 平成 18 年 12 月22 日） 
（至 平成 19 年 3 月 12 日） 

1.3 

第 2 期計算期間 
（自 平成 19 年 3 月 13 日） 
（至 平成 19 年 4 月 11 日） 

 2.6 

第 3 期計算期間 
（自 平成 19 年 4 月 12 日） 
（至 平成 19 年 5 月 11 日） 

1.4 

第1特定期間 

第 4 期計算期間 
（自 平成 19 年 5 月 12 日） 
（至 平成 19 年 6 月 11 日） 

0.2 

 (注)収益率は以下の計算式により算出しております。 

（当該計算期間末基準価額－設定時の基準価額（10,000 円））÷（設定時の基準価額（10,000 円））×100 

ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代えて設定時の基準価額（10,000

円）を用いております。 
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■以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報  第 4 ファンドの経理状況」に記載さ

れている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 

■ファンドの「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。 

また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報  第 4 ファン

ドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。 

 
（１）貸借対照表 

当期 
（平成 19 年 5 月 11 日現在） 区分 

金額（円） 

資産の部  

流動資産  

預金 106,366,504 

コール・ローン 2,925,971,140 

証券投資信託受益証券 24,136,533,374 

投資証券 18,375,745,902 

親投資信託受益証券 4,712,775,578 

未収配当金 14,107,017 

未収利息 29,660 

流動資産合計 50,271,529,175 

資産合計 50,271,529,175 

負債の部  

流動負債  

未払収益分配金 729,406,743 

未払解約金 33,694,755 

未払受託者報酬 2,040,494 

未払委託者報酬 43,666,582 

その他未払費用 648,700 

流動負債合計 809,457,274 

負債合計 809,457,274 

純資産の部  

元本等  

元本 48,710,932,098 

剰余金  

期末剰余金 751,139,803 

(分配準備積立金) （430,000,657） 

剰余金合計 751,139,803 

元本等合計 49,462,071,901 

純資産合計 49,462,071,901 

負債・純資産合計 50,271,529,175 

フファァンンドドのの財財務務ハハイイラライイトト情情報報  
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（２）損益及び剰余金計算書 

当期 
（自 平成 18 年 12 月 22 日 

至  平成 19 年 5 月 11 日） 区分 

金額（円） 

営業収益  

受取配当金 939,233,033 

受取利息 3,250,729 

有価証券売買等損益 939,441,215 

為替差損益 473,780,225 

営業収益合計 2,355,705,202 

営業費用  

受託者報酬 8,002,928 

委託者報酬 171,262,588 

その他費用 1,647,116 

営業費用合計 180,912,632 

営業利益金額 2,174,792,570 

経常利益金額 2,174,792,570 

当期純利益金額 2,174,792,570 

一部解約に伴う当期純利益金額分配額 11,795,288 

剰余金増加額 322,747,284 

（当期追加信託に伴う剰余金増加額） （322,747,284） 

剰余金減少額 2,592,210 

（当期一部解約に伴う剰余金減少額） （2,592,210） 

分配金 1,732,012,553 

期末剰余金 751,139,803 
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（３）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
当期 

(自 平成 18 年 12 月22 日 
至 平成 19 年 5 月 11 日) 

(1)証券投資信託受益証券 １ 有価証券の評価基準及び評価方

法  移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、当該証券投資信託受益証券の基準価

額で評価しております。 

 (2)投資証券 

  移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、当該投資証券の基準価額で評価して

おります。 

 (3)親投資信託受益証券 

 

 

 

 

２ デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、当該親投資信託受益証券の基準価額

で評価しております。 

  

為替予約取引 

 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価

評価にあたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買

相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合

には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表

されている受渡日に も近い前後二つの日の仲値をもとに計

算しております。 

 

３ 収益及び費用の計上基準 

 

受取配当金 

  原則として、証券投資信託受益証券及び投資証券の収益分配

金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。 

 

外貨建取引等の処理基準 

 

４ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項  外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成 12 年総理府令第 133 号）第60 条に基づき、取引発生時

の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但

し、同第 61 条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外

国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損

益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の

割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換

算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の

割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基

金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用し

ております。 
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（参考）指定投資信託証券の概要 

 
下記の概要は、平成 19 年 8 月 10 日現在で委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今後指定投資

信託証券の委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。 

各投資信託証券の詳細につきまして、後述の「(参考)指定投資信託証券について」をご参照ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

1．CAAM FUNDS ジャパン・バリュー※ 
商品分類 ルクセンブルグ籍会社型投資信託（円建） 

投資顧問会社 りそな信託銀行株式会社 

2. DWS 欧州株式ファンド（適格機関投資家専用） 
商品分類 追加型株式投資信託／国際株式型（欧州型）／適格機関投資家私募 

委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 

マザーファンドの

投資顧問会社 

ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ 

ゲー・エム・ベー・ハー 

3.フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用） 
商品分類 追加型株式投資信託／国際株式型（北米型）／適格機関投資家私募 

委託会社 フィデリティ投信株式会社 

マザーファンドの

投資顧問会社 
Pyramis Global Advisors LLC 

4. CAAM FUNDS グレーター・チャイナ※ 
商品分類 ルクセンブルグ籍会社型投資信託（米ドル建） 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン・リミテッド 

5. CAAM FUNDS 韓国ファンド※ 

商品分類 ルクセンブルグ籍会社型投資信託（米ドル建※） 
※投資するシェアクラスは円建となります。 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン・リミテッド 

6. CAAM FUNDS インドファンド※ 
商品分類 ルクセンブルグ籍会社型投資信託（米ドル建） 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン・リミテッド 

7. JPM エマージング株式ファンド F（適格機関投資家専用） 
商品分類 追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）／適格機関投資家私募 

委託会社 JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 

マザーファンドの

投資顧問会社 
J.P.モルガン･インベストメント･マネージメント･インク 

8. SG 海外国債インカムファンド F（適格機関投資家専用） 
商品分類 追加型株式投資信託／バランス型／適格機関投資家私募 

委託会社 ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社 
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9. ドイチェ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用） 
商品分類 追加型株式投資信託／バランス型／適格機関投資家私募 

委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 

マザーファンドの

投資顧問会社 
ドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク 

10. CAAM FUNDS ユーロ・コーポレイト・ボンド・ファンド※ 
商品分類 ルクセンブルグ籍会社型外国投資信託（ユーロ建） 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー 

11. PCA 米国ハイイールド社債ファンド（適格機関投資家専用） 
商品分類 追加型株式投資信託／バランス型／適格機関投資家私募 

委託会社 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 

投資顧問会社 ピーピーエム アメリカ インク（PPM アメリカ） 

12. CAAM FUNDS ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド※※ 
商品分類 ルクセンブルグ籍会社型外国投資信託（ユーロ建） 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー 

13. JPM 新興国ソブリン･ファンド F（適格機関投資家専用） 
商品分類 追加型株式投資信託／バランス型／適格機関投資家私募 

委託会社 JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 

マザーファンドの

投資顧問会社 
J.P.モルガン･インベストメント･マネージメント･インク 

14. CA グローバル REIT マザーファンド 
商品分類 追加型株式投資信託／親投資信託 

委託会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 

15. ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債サブ・トラスト –     

FoF クラス 
商品分類 英領西インド諸島ケイマン籍契約型外国投資信託（米ドル建） 

投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 

副投資顧問会社 
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ 

インターナショナル 
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※  2007 年 7 月 1 日よりファンドの名称が変更となっております。 
※※ 2007 年 7 月 1 日よりファンドの名称が変更となっております。また、2007 年 10 月より「CAAM FUNDS ヨ

ーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド」が「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファ

ンド」に名称が変更される予定です。 

 

16. ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債ポートフォリオ – 

クラス I シェア  
商品分類 ルクセンブルグ籍会社型外国投資信託（米ドル建） 

投資顧問会社 
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ 

インターナショナル 

副投資顧問会社 
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

17. ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト – 

FoF クラス 
商品分類 英領西インド諸島ケイマン籍契約型外国投資信託（米ドル建） 

投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 

副投資顧問会社 
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ 

インターナショナル 

18.  JPM グローバル・コンバーティブル（ユーロ） 
商品分類 ルクセンブルグ籍会社型外国投資信託（ユーロ建） 

投資顧問会社 JP モルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド 
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（参考）指定投資信託証券について 
 

 

以下は、当ファンドが投資を行う投資信託証券（「指定投資信託証券」といいます）の投資方針、関係法人、

信託報酬等について、平成 19 年 8 月 9 日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。 

 

今後、指定投資信託証券の各委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場合がありま

す。 

 

また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、指定投資信託証券として指定

されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに主として有価証券に投資する投資信託証券（ファンド

設定時以降に設定された投資信託及び外国投資信託の受益証券（投資法人及び外国投資法人の投資証券を含

みます）も含みます）が指定投資信託証券として指定される場合等があります。 
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（１）ファンドの特色 

ファンドは、主として日本株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用を行い
ます。 
※ ファンドは、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型会社型外国投資信託（円建）です。投資するシェ

アクラスは、Ｉ2（円建）です。 
 
（２）信託期間 

無期限（I2 シェアクラスは平成 18 年 12 月 22 日（金）設定） 
 

（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社 りそな信託銀行株式会社 

管理会社 
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ルクセンブルグ・
エス・エー 

保管銀行、管理事務代行会社 CACEIS・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー 

 
（４）管理報酬等 

1) 投資顧問会社等への報酬：年率0.45％ 
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬：年率0.11％ 
3) その他の管理事務（登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等）に関する報酬：年率0.14％ 
4) その他：組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

日本株式を主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
① バリュースタイルのプロセスを通じて、ファンダメンタルで割安または過小評価されていると投資顧

問会社が判断した銘柄の選択を重視し運用を行います。 
② ヘッジ目的あるいは運用の効率化を図るため、金融派生商品を利用する場合があります。 
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10％以内とします。 
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。 
④ 同一発行体の無議決権株式の10％を超える投資は行いません。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 価格変動リスク 
② 信用リスク 
 

運用会社の概要 
《りそな信託銀行株式会社》 

りそな信託銀行株式会社は、国内有数の銀行グループであるりそなグループに属する信託銀行であり、企
業年金制度の設計・管理業務、資産運用業務、資産管理業務の各分野で専門性の高いサービスを開発し、
ご提供しています。運用資産残高は約 16 兆円と国内有数の資産規模を有し、中でも年金資産運用残高は、
6 兆 3000 億円を超え、企業年金のリーディングカンパニーとしての実績を有しています。また、国内外の
株式や債券などの資産運用を行うファンド・マネージャー、経済・市場・証券分析を行うアナリスト、あ
るいはポートフォリオ・マネージャーなど、総勢 150 名にのぼる運用スタッフが在籍し、アセットクラス、
運用スタイル、市場など、多様なニーズに対応したプロダクト提供を行っています（2006 年 6 月末現在）。 

 

 
 

CAAM FUNDS ジャパン・バリュー 
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（１）ファンドの特色 
この投資信託は、親投資信託である DWS 欧州株式マザーファンド（以下「親投資信託」といいます）受
益証券への投資を通じて、主として欧州の株式等に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を
目指して運用を行います。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 18 年 12 月 21 日（木）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 

受託会社 りそな信託銀行株式会社 

マザーファンドの投資顧問会社 
ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・
ベー・ハー 

 
（４）管理報酬等 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年 0.798%（税抜 0.76%）の率を乗じて得た額としま
す。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報
酬から支払われます。 
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払
います。 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

欧州の株式等を主要投資対象とした親投資信託受益証券を主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
① 主として親投資信託の受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行い

ます。 
② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
④ 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の価格

変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に
資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプシ
ョン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオ
プション取引、ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利
に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 

⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。 
3) 主な投資制限 
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 
③ 投資信託証券（親投資信託の受益証券を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％

以下とします。 
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定め
がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への実質投資割合は、
信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

DWS 欧州株式ファンド（適格機関投資家専用） 
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マザーファンド 
1) 投資対象 

信託財産の純資産総額の 75％以上は欧州連合（EU）加盟国、ノルウェー、アイスランド（以下「主
要投資対象国」）のいずれかに本社が所在する発行体の株式に投資します。 

2) 投資態度 
① 株式への投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。 
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
③ 信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信託財産に属する資産の

価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金
利に係るオプション取引、ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先
物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 

④ ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー・エム・ベー・ハーに運用の指図に関
する権限を委託します。 

⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。 
3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。 
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新

株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資
割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 株式の価格変動リスク 
② 為替変動リスク 
③ カントリーリスク 
④ 流動性リスク 
⑤ 金利リスク 
⑥ 信用リスク 
⑦ 破綻リスク 
⑧ 取引先リスク 
⑨ 大量解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク 

 

運用会社の概要 
《ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社》 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社は、ドイツ銀行グループの資産運用部門であるドイチェ・アセッ
ト・マネジメント・グループの日本における拠点です。ファンド数は 56 本（国内公募投信及び私募投信の合
計）、運用資産額 7,073 億円（投資信託及び投資顧問契約分の合計）を有します。グループの運用資産額は約
5,178 億ユーロ（約 75 兆円＠144.61 円）です（2006 年 6 月 30 日現在）。 

 
《ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー･エム･ベー・ハー》 

ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・サービス・ゲー･エム･ベー・ハーはドイチェ･アセット･マネジメン
ト･グループの投資信託運用会社です。世界各国に総勢 700 人超の専門家を擁するグループの調査･運用ネット
ワークを活用し、高い運用実績を実現することを目指します。 
運用においては企業への取材などを通じて独自の視点で情報を収集・分析し、投資判断を行います。個々の銘
柄選択においては、企業の競争力に着目し、長期的な成長性を重視します。 
欧州株式運用チームは 23 ファンド、約 8,139 百万ユーロ（約 1兆 1,770 億円＠144.61 円）の運用資産を有し
ます（2006 年 6 月 30 日現在）。 
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（１）ファンドの特色 

この投資信託は、親投資信託であるフィデリティ・US エクイティ・インカム・マザーファンド（以下「マ
ザーファンド」といいます）受益証券を主要な投資対象とし、当該マザーファンド受益証券への投資を
通じて、主として、米国の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます）されている米国企業の株
式等を主要な投資対象として、スタンダード&プアーズ 500 インデックスの配当利回りを上回る配当利回
りを目指します。また長期的な投資信託財産の成長も目指します。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 17 年 3 月 2 日（水）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

委託会社 フィデリティ投信株式会社 

受託会社 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

マザーファンドの投資顧問会社 Pyramis Global Advisors LLC 
 
（４）管理報酬等 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年 0.756％（税抜 0.72％）の率を乗じて得た額とし
ます。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受け
る報酬から支払われます。 
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払
います。 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 
2) 投資態度 

① 主としてマザーファンド受益証券に投資します。 
② ラッセル1000®バリューインデックスをベンチマークとします。 
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。 
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額

の20％以内とします。 
③ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％

以内とします。 
④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。 
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の

純資産総額の5％以内とします。 
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定め
がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への実質投資割合は、
取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。 

 

マザーファンド 
1) 投資対象 

米国の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます）されている米国企業の株式等を主要な投
資対象とします。 

2) 投資態度 
① 主として米国の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます）されている米国企業の中で、

配当利回りが相対的に高い企業に主として投資し、スタンダード&プアーズ500インデックスの配当
利回りを上回ることを主たる目標とします。 

② ラッセル1000®バリューインデックスをベンチマークとします。 
③ 配当利回り及び長期的成長に注目した個別銘柄選択を行います。 
④ 個別企業分析にあたっては、フィデリティ・グループのアナリストによる独自の企業調査情報を

フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用） 
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活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した
運用を行います。 

⑤ ファンドのインカム収入を高めるために、有価証券の貸付を行う可能性があります。 
⑥ ポートフォリオ構築にあたっては、綿密な企業調査により投資価値の高い企業に分散投資を行う

ことによりリスク分散を図ります。 
⑦ 株式組入比率は原則として高くします。 
⑧ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 
⑨ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 
⑩ 運用の指図に関する権限をPyramis Global Advisors LLCに委託します。 

3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額

の20％以内とします。 
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以内とします。 
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。 
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の

純資産総額の5％以内とします。 
⑦ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新

株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資
割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 有価証券（株式・債券等）の価格変動リスク 
② 為替リスク 
③ カントリー・リスク 
④ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク 
⑤ 信用リスク 
⑥ 収益分配による基準価額の下落リスク 

ファンド及びマザーファンドの運用においては、前記の投資態度を採用しておりますので、上記に加え、
以下のリスクが加わると考えられます。 
① ベンチマークとの乖離に関するリスク 
② ボトム・アップ・アプローチに関するリスク 
③ 運用担当者の交代に関するリスク 
④ 有価証券先物取引等のリスク 



 

（参考）指定投資信託証券について 
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運用会社の概要 
《フィデリティ投信株式会社》 

フィデリティ(＊1)は、世界の主要なマーケットにおいて、個人投資家から機関投資家まで幅広いニーズに対応
した多岐に渡る金融サービスを提供しており、現在では世界有数の資産運用会社としての地位を確立してい
ます。 
FIL の運用資産残高は、約 2千 800 億ドル(＊2)、FMR の運用資産残高は、約 1兆 3千億ドル(＊2)となっており、
全世界で 500 名以上(＊2)の株式及び債券のポートフォリオ・マネージャー、アナリストは互いの情報を共有し
双方の強みを結集した運用を行っています。 
日本での事業は 1969 年に開始され、投信、投資顧問を含む運用資産残高は約 7 兆円（うち公募投信残高約 1
兆 6千億円）(＊2)に達しています。 

(＊1) 資本関係のない Fidelity International Limited（FIL、北米地域外における事業を統括する持株会社）及び FMR Corp. （北
米地域における事業を統括する持株会社）とそれらの関連会社のネットワークを総称して「フィデリティ」ということがあります。 

(＊2) 2006年 3月末現在 

 
《Pyramis Global Advisors LLC》 

「ピラミス・グローバル・アドバイザース・エルエルシー(Pyramis Global Advisors LLC)」は、フィデリテ
ィが米国において運用サービスを提供するもののうち、米国内におけるミューチュアル・ファンド以外の、
米国内機関投資家向けおよび海外の個人投資家、機関投資家向けに商品、サービスを提供することを目的と
して設立された「ピラミス・グローバル・アドバイザース・ホールディングス」傘下の会社です。 

 

 
*ベンチマークについて 

ラッセル 1000®バリューインデックスは、ラッセルが公表している米国のバリュー株式に関する株価指数で
あり、米国の主要株式によって構成されております。当該指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権
利はラッセルに帰属します。 



 

（参考）指定投資信託証券について 
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（１）ファンドの特色 
ファンドは、主として香港の上場株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用
を行います。 
※ ファンドは、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型会社型外国投資信託（米ドル建）です。投資する

シェアクラスは、Ｉ2（米ドル建）です。 
 
（２）信託期間 

無期限（I2 シェアクラスは平成 18 年 12 月 22 日（金）設定） 
 

（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン・リミテッド 

管理会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ルクセンブルグ・エス・エー 

保管銀行・管理事務代行会社 CACEIS・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー 

 
（４）管理報酬等 

1) 投資顧問会社等への報酬：年率0.45％ 
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬：年率0.27％以内 
3) その他の管理事務（登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等）に関する報酬：年率0.13％以内 
4) その他：組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

 香港の上場株式を主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
① 主として香港や中国本土に本社を有するか、これらの地域で主たる事業活動を行っている企業の香港

上場株式に投資します。なお、中華民国か台湾に主な事業拠点を置いている、または主な事業活動を
行っている香港非上場株式に投資することがあります。 

② 証券市場の制度変更等、正当な事由で株式投資を継続できない場合、投資制限の範囲内で、国債、政
府保証債あるいは短期金融商品に投資することがあります。 

③ 当ファンドは、補完的に現金、預金や短期金融商品に投資することもあります。 
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10％以内とします。 
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。 
④ 同一発行体の無議決権株式の10％を超える投資は行いません。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 価格変動リスク 
② 中国経済圏の株式への投資に関するリスク、政治的リスク 
③ 信用リスク 
④ 為替変動リスク 
⑤ 流動性リスク 
⑥ 外国投資規制リスク 
⑦ インフレ・金利上昇リスク 

CAAM FUNDS グレーター・チャイナ 



 

（参考）指定投資信託証券について 
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運用会社の概要 
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン》 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンは、クレディ・アグリコル・グループのアジア
における資産運用を担当しております。 
クレディ・アグリコル アセットマネジメント（CAAM）は 1997 年 5 月 20 日、クレディ・アグリコル エ
ス・エーのインドスエズ銀行買収により誕生しました。クレディ・アグリコルの資産運用部門の前身で
あるセジェスパーと、インドスエズ銀行の資産運用部門の前身であるインドスエズ・アセットマネジメ
ントのビジネスを融合。セジェスパーは 1978 年に資産運用ビジネスを開始し、またインドスエズ銀行の
資産運用部門の活動は 1950 年代初期にまでさかのぼります。1997 年、インドスエズ銀行をケス・ナショ
ナル・ド・クレディ・アグリコル（クレディ・アグリコル エス・エーの前身）が買収したことに伴い、
セジェスパーの資産運用部門がインドスエズ・アセットマネジメントと合併し、インドカムと名称変更、
ポートフォリオ・マネージャーとして資産運用ビジネスを行ってきました。2001 年 4 月、現在のクレデ
ィ・アグリコル アセットマネジメントに名称変更し、資産運用会社として事業分野を広げ、現在に至っ
ております。クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンはアジア地域の中心拠点として、
1982 年に設立されました。 



 

（参考）指定投資信託証券について 
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（１）ファンドの特色 

ファンドは、主として韓国の上場株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運用
を行います。 
※ ファンドは、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型会社型外国投資信託（米ドル建）です。投資する

シェアクラスは、Ｉ2（円建）です。 
 
（２）信託期間 

無期限（I2 シェアクラスは平成 18 年 12 月 22 日（金）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン・リミテッド 

管理会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ルクセンブルグ・エス・エー 

保管銀行・管理事務代行会社 CACEIS・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー 

 
（４）管理報酬等 

1) 投資顧問会社等への報酬：年率0.45％ 
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬：年率0.27％以内 
3) その他の管理事務（登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等）に関する報酬：年率0.13％以内 
4) その他：組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

韓国の上場株式を主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
① 主として韓国の上場株式に投資します。 
② 韓国経済の多様性を反映するために、幅広い範囲の銘柄を選択し、潜在的な利益成長性及びそれを達

成しうる経営資源、財務体質を備えていると考えられる企業を中心に投資します。その中でも、特に
中小型株を重視します。 

③ 主として株式に投資しますが、補完的に流動性資産に投資することがあります。 
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10％以内とします。 
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。 
④ 同一発行体の無議決権株式の10％を超える投資は行いません。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 価格変動リスク 
② 韓国の株式への投資に関するリスク、政治的リスク 
③ 信用リスク 
④ 為替変動リスク 
⑤ 流動性リスク 
⑥ 外国投資規制リスク 
⑦ インフレ・金利上昇リスク 

CAAM FUNDS 韓国ファンド 



 

（参考）指定投資信託証券について 
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（１）ファンドの特色 
ファンドは、主としてインドの上場株式に投資することにより、ファンドの長期的な成長を目指して運
用を行います。 
※ ファンドは、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型会社型外国投資信託（米ドル建）です。投資する

シェアクラスは、Ｉ2（米ドル建）です。 
 
（２）信託期間 

無期限（I2 シェアクラスは平成 18 年 12 月 22 日（金）設定） 
 

（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン・リミテッド 

管理会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ルクセンブルグ・エス・エー 

保管銀行・管理事務代行会社 CACEIS・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー 

 
（４）管理報酬等 

1) 投資顧問会社等への報酬：年率0.45％ 
2) 保管銀行業務及び基準価額算定事務に関する報酬：年率0.27％以内 
3) その他の管理事務（登録・名義書換、監査、法律事務、印刷等）に関する報酬：年率0.13％以内 
4) その他：組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

インドの上場株式を主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
① 主としてインドの上場株式に投資します。なお、インド企業の米ドル建てADR（米国預託証書）及び

GDR（グローバル預託証書）に投資することがあります。 
② インド経済の多様性を反映するために、幅広い範囲の銘柄を選択し、潜在的な利益成長性及びそれを

達成しうる経営資源、財務体質を備えていると考えられる企業を中心に投資します。 
③ 主として株式に投資しますが、補完的に流動性資産に投資することがあります。 
④ ヘッジ目的に限定して、金融派生商品を利用することがあります。 
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

 
3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 同一銘柄の株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10％以内とします。 
③ 発行体の経営に対し多大な影響を行使できる議決権を有する株式の取得は行いません。 
④ 同一発行体の無議決権株式の10％を超える投資は行いません。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 価格変動リスク 
② インドの株式への投資に関するリスク、政治的リスク 
③ 信用リスク 
④ 為替変動リスク 
⑤ 流動性リスク 
⑥ 外国投資規制リスク 
⑦ インフレ・金利上昇リスク 

 

CAAM FUNDS インドファンド 



 

（参考）指定投資信託証券について 
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（１）ファンドの特色 

当ファンドは、主として世界の新興国で上場または取引されている株式を投資対象とする JPM エマージ
ング株式・マザーファンド（適格機関投資家専用）（以下｢マザーファンド｣といいます）の受益証券を
主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 18 年 12 月 22 日（金）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

委託会社 JP モルガン･アセット･マネジメント株式会社 

受託会社 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

マザーファンドの投資顧問会社 J.P.モルガン･インベストメント･マネージメント･インク 
 
（４）管理報酬等 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率 0.903％（税抜 0.86％）を乗じて得た額としま
す。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報
酬から支払われます。 
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払
います。 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

主として世界の新興国で上場または取引されている株式を投資対象とするマザーファンドを主要投資対
象とします。 

2) 投資態度 
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資します。 
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変

などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への実質的投資割合には、制限を設けません。 
② 外貨建資産への実質的投資割合には、制限を設けません。 
③ 投資信託証券（マザーファンドの受益証券は除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額

の5％以下とします。 
 
 
 

マザーファンド 
1) 投資対象 
① 世界の新興国で上場または取引されている株式に主として投資します。ここで「新興国」とは、

投資顧問会社が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。 
② 上記の株式には、以下の有価証券を含みます。 

イ．上記①の株式にかかる預託証券 
ロ．証券取引法第 2条第 1項第 10 号の 2で定めるオプションを表示する証券または証書のうち、上

記①の株式（複数の銘柄の場合を含みます）または上記①の株式で構成される株価指数の価格
に連動する投資成果を得ることを目的とするもの（以下「カバード・ワラント」といいます） 

ハ．社債（外国法人の発行するものを含みます）のうち、上記①の株式（複数の銘柄の場合を含み
ます）または上記①の株式で構成される株価指数の価格に連動する投資成果を得ることを目的
とするもの（以下「株価連動社債」といいます） 

2) 投資態度 
① 主に、上記1）①の株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行

い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 
② 投資にあたっては、直接投資に加えて預託証券、カバード・ワラントまたは株価連動社債を用い

た投資も行います。 
③ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 
⑤ 運用にあったっては、投資一任契約に基づいて、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメ

ント・インクに運用の指示に関する権限を委託します。 

JPM エマージング株式ファンド F（適格機関投資家専用） 



 

（参考）指定投資信託証券について 
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3) 主な投資制限 
① 株式への投資には、制限を設けません。 
② 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 株価変動リスク 
② 構成銘柄に関するリスク 
③ 為替変動リスク 
④ カントリー・リスク 
⑤ キャピタル・ゲイン税等のマザーファンドへの計上タイミングに関するリスク 
⑥ 投資銘柄集中リスク 

 

 

運用会社の概要 
《JP モルガン･アセット･マネジメント株式会社》 

JP モルガン･アセット･マネジメント株式会社は、「JP モルガン･アセット･マネジメント」グループの資産運用
会社です。当グループは、東京をはじめ、ロンドン、香港、ニューヨーク及びコロンバスに主な運用拠点を持
ち、グローバルな運用体制を有します。ファンド数（年金口座を含む）はグループ全体で、3,739 本、運用資
産額は 8,982 億ドルを有します。当ファンド（JPM エマージング株式ファンド F（適格機関投資家専用））のマ
ザーファンドに係る運用指図に関する権限を J.P.モルガン･インベストメント･マネージメント･インクに委託
します。担当の運用チームは「グローバル･エマージング株式運用グループ」で、約 167 億ドル（約 1兆 9,100
億円＠114.315 円）の運用資産額を有しています。*データは全て 2006 年 6 月 30 日現在 
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（１）ファンドの特色 

この投資信託は、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を
行います。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 18 年 12 月 22 日（金）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

委託会社 ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社 

受託会社 りそな信託銀行株式会社 
 
（４）管理報酬等 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率 0.483％（税抜 0.46％）を乗じて得た額としま
す。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報
酬から支払われます。 
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払
います。 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

親投資信託であるSG 海外国債マザーファンド（以下「親投資信託」といいます）受益証券を主要投資対
象とします。なお、国内外の公社債等に直接投資することがあります。 

2) 投資態度 
①親投資信託受益証券への投資を通じて、主として日本を除くG7（アメリカ、カナダ、ドイツ、フラン

ス、イタリア、イギリス）各国の政府または政府機関等が発行する債券（以下「ソブリン債」といい
ます）に投資を行い、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保を目指します。ただし、市場
環境によってはG7以外のOECD加盟国が発行するソブリン債（原則としてAA格相当以上）に投資するこ
とがあります。 

② 実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行いません。 
③ 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行

う場合があります。 
3) 主な投資制限 
① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 
② 株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。 
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 
④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%

以内とします。 
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資

産総額の5%以内とします。 
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株

予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定め
がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への実質投資割合は、
取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 

⑦ 投資信託証券（親投資信託受益証券を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。 

 
 

SG 海外国債インカムファンド F（適格機関投資家専用） 
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マザーファンド 

1) 投資対象 

世界主要先進国の政府・政府機関等が発行する債券（ソブリン債）を主要投資対象とします。 
2) 投資態度 
① 主として日本を除くG7（アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス）各国の政府

または政府機関等が発行する債券（ソブリン債）に投資し、インカム・ゲインを中心とした安定的
な収益の確保を目指します。ただし、市場環境によってはG7以外のOECD加盟国が発行するソブリン
債（原則としてAA格相当以上）に投資することがあります。 

② 外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行いません。 
③ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 
④ 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を

行う場合があります。 
3) 主な投資制限 
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
② 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。 
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 
④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以

内とします。 
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産

総額の5%以内とします。 
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新

株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資割
合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 

⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 
 
（６）ファンドの主なリスク 

① 価格変動リスク 
② 信用リスク 
③ 為替変動リスク 

 

運用会社の概要 
《ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント グループ》 
・ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント グループは、フランスの大手金融機関であるソシエテ ジェ

ネラル グループの 3つのメイン業務のうちの 1つである「グローバル・インベストメント・マネジメント・
サービス」部門の「資産運用」を担っています。 

・ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社は、同グループにおけるアジア地域運用拠点の中心
的な存在として、常にグローバルに通用する水準を念頭に置いて運用にあたっています。 

・主な運用拠点をパリ、東京、ロンドン、ロサンゼルス、シンガポールに置き、拠点毎に専門性のある運用
プロダクトを提供する体制となっています。 

・ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント株式会社の運用資産額は、投資顧問契約 19,493 億円、投資
信託契約 3,466 億円です。その内、外貨建債券は投資顧問契約 426 億円、投資信託契約 438 億円（2006 年
6 月末現在）です。 
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（１）ファンドの特色 

ファンドは、主としてドイチェ･米国投資適格社債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます）
受益証券への投資を通じて、米国の事業債に幅広く分散投資を行うことで、個別銘柄のリスクを 小限に
抑えつつ、信託財産の長期的な成長とインカム･ゲインの確保を目指して運用を行います。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 15 年 11 月 17 日（木）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

委託会社 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 

受託会社 りそな信託銀行株式会社 

マザーファンドの投資顧問会社 ドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インク 
 
（４）管理報酬等 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率 0.5775%（税抜 0.55%）を乗じて得た額とします。
なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬か
ら支払われます。 
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払
います。 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

米国の事業債等を主要投資対象としたマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
① 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、信託財産の長期的な成長とインカム･ゲイン

の確保を目指して運用を行います。 
② 実質的に投資を行う公社債は、原則として投資適格の格付（BBB格相当以上）を付与された債券及び

同等の信用度をもつ債券とします。 
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
④ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。 
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 

マザーファンド 
1) 投資対象 

米国の信用力の高い公社債を主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
① 主に、米国の事業債に幅広く分散投資を行うことで、個別銘柄のリスクを 小限に抑えつつ、信

託財産の長期的な成長とインカム・ゲインの確保を目指して運用を行います。 
② 投資を行う公社債は、原則として投資適格の格付（BBB格相当以上）を付与された債券及び同等の

信用度をもつ債券とします。 
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
④ 運用の指図に関する権限をドイチェ・インベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクに

委託します。 
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。 
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

（６）ファンドの主なリスク 
① 価格変動リスク 
② 為替変動リスク 
③ 流動性リスク 
④ 金利リスク 
⑤ 信用リスク 
⑥ 破綻リスク 
⑦ 取引先リスク 
⑧ 大量解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク 

ドイチェ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用） 



 

（参考）指定投資信託証券について 

 

－62－ 

 

 

 

（１）ファンドの特色 
ファンドは、主として欧州市場で取引されるユーロ建の固定または変動利付社債等に投資することによ
り、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインによるトータル・リターンの 大化を目指して運用を行い
ます。 
※ ファンドは、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型会社型外国投資信託（ユーロ建）です。投資する

シェアクラスは、Ｉ2（ユーロ建）です。 
 
（２）信託期間 

無期限（I2 シェアクラスは平成 11 年 2 月 1 日（月）設定） 
 

（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー 

管理会社 
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ルクセンブルグ・エ
ス・エー 

保管銀行、管理事務代行会社 CACEIS・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー 

 
（４）管理報酬等 

1) 投資顧問会社等への報酬：年率0.30％ 
2) 保管銀行、管理事務代行会社への報酬：年率0.10％ 
3) その他：組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

欧州市場で取引されるユーロ建の固定あるいは変動利付社債等を主要投資対象とします。 
2) 投資態度 
① 主として欧州市場で取引される、欧州または欧州以外の企業が発行するユーロ建の固定あるいは変動

利付社債等に投資します。なお、セクター制限はありません。 
② 原則として、スタンダード&プアーズ社やムーディーズ社などの国際的格付機関より投資適格（BBB

格／Baa3格以上)と格付されている社債等に投資します。 
③ ポートフォリオ全体の格付を高めるため、投資割合に制限なく、EMU（欧州経済通貨同盟)参加国の政

府が発行または保証する債券にも投資することがあります。 
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用するこ

とがあります。 
⑤ 発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※という戦略の範囲内

で、クレジット・デリバティブ（クレジット・デフォルト・スワップ）を利用することがあります。 

※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用し

た取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。 

クレジット・デリバティブのエクスポージャーは、ファンドの純資産総額の40%以内とし、同一カウン
ターパーティのリスク・エクスポージャーは、ファンドの純資産総額の10%以内とします。なお、当該
取引に特化した高格付けの金融機関とのみクレジット・デリバティブ取引を行うものとします。 

⑥ クレジット・デフォルト・スワップの原資産の発行体格付は、 低BBB－格／Baa3格とします。 
⑦ ファンドは、プロテクションの売り手または買い手となることができます。 
⑧ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なもの

に限定します。 
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10％以内とし

ます（ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟し
ている公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純
資産総額の35％以内とします）。 

 

CAAM FUNDS ユーロ・コーポレイト・ボンド・ファンド 
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（６）ファンドの主なリスク 

① 価格変動リスク 

② 金利変動リスク 

③ 信用リスク 

④ 流動性リスク 

⑤ 為替変動リスク 
 

運用会社の概要 
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー》 
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エーは、クレディ・アグリコル・グループの資産運用

部門の総称です。欧州をはじめ、アジア、米国に活動拠点を持ち、グローバルな運用体制を有します。市場、

スタイル、種類において、多岐にわたる商品を提供しております。クレディ･アグリコル アセットマネジメン

ト･エス･エーの運用資産残高は約 4,793 億ユーロ
※
(約 67 兆円)に達しております。また、債券運用残高は、

2,169 億ユーロ
※
(約 30 兆円)となっております。 

2004 年 7 月 1 日、クレディ・アグリコル エス･エー（1894 年に設立されたフランス 大級のリテール・バン

クであり、クレディ・アグリコル・グループの中核）の資産運用部門である CA-AM と、クレディ・リヨネ・エ

ス・エー（フランス大手銀行）の資産運用部門である CLAM の合併が完了し、現在の法人、クレディ・アグリ

コル アセットマネジメント・エス・エー（以下 CAAM と略称）が誕生しました。 
※ 2005年 12月末現在 
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（１）ファンドの特色 

PCA 米国ハイイールド社債ファンドマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます）への投資を通
じて、主として米国の高利回り社債に投資することにより、高水準の金利収入の確保と同時に有価証券の
値上り益の獲得を目指し、収益性を重視した運用を行います。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 16 年 3 月 22 日（月）設定） 
 

（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

委託会社 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 

受託会社 りそな信託銀行株式会社 

投資顧問会社 ピーピーエム アメリカ インク（PPM アメリカ） 

 
（４）管理報酬等 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年率 0.735％（税抜 0.70％）を乗じて得た額としま
す。なお、投資顧問会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払われます。 
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払
います。 
 

（５）投資方針等 
1) 投資対象 

マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の高利回り社債に投資します。当ファン

ドは原則として投資時において、S&P社またはムーディーズ社（以下、総称して「指定格付機関」とい
います）のうち1社以上の格付機関からB－格相当以上の格付（S&P社において「B－格」以上、あるい
はムーディーズ社において「B3格」以上）を得ている債券に投資を行い、高い金利収入の確保ととも
に証券の値上り益の獲得を目指した運用を行います。なお、組入時指定格付機関2社からB－格相当以
上の格付を取得していたものの、組入後いずれか1社の格付がB－格相当未満に格下げとなった債券を
継続保有することは可能とします。ただし、保有する債券が指定格付機関のいずれからもB－格相当未
満に格下げとなった場合には、原則として3ヵ月以内に当該債券を売却します。 

② ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加えて、業種分散に配慮した銘柄選定を
行います。 

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
④ 当初設定時及び償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市場動向、な

らびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 
⑤ ピーピーエム アメリカ インク に運用の指図に関する権限を委託します。 

3) 主な投資制限 
① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 
② 株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総

額の10％以下とします。 

マザーファンドの投資方針等 
1) 投資対象 

  主として米国の高利回り社債（原則として指定格付機関による B－格相当以上の長期信用格付を有
するもの）を投資対象とします。 

2) 投資態度 
① 主として米国の高利回り社債に投資します。当ファンドは原則として投資時において、指定格付機

関のうち1社以上の格付機関からB－格相当以上の格付（S&P社において「B－格」以上、あるいはムー
ディーズ社において「B3格」以上）を得ている債券に投資を行い、高い金利収入の確保とともに証券
の値上り益の獲得を目指した運用を行います。なお、組入時指定格付機関2社からB－格相当以上の格
付を取得していたものの、組入後いずれか1社の格付けがB－格相当未満に格下げとなった債券を継続
保有することは可能とします。ただし、保有する債券が指定格付機関のいずれからもB－格相当未満
に格下げとなった場合には、原則として3ヵ月以内に当該債券を売却します。  

② ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加えて、業種分散に配慮した銘柄選定を
行います。  

③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。  
④ 資金動向、市場動向及び信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合がありま

ＰＣＡ米国ハイイールド社債ファンド（適格機関投資家専用） 
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す。 
⑤ ピーピーエム アメリカ インクに運用の指図に関する権限を委託します。  

3) 主な投資制限 
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。  
② 株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます）への投資は、信託財産の純資産総額の10％

以下とします。  

  
（６）ファンドの主なリスク 

① 為替変動リスク 
② 信用リスク 
③ 金利リスク 
④ 価格変動リスク 
⑤ 流動性リスク 
 

運用会社の概要 
《ピーシーエー・アセット･マネジメント株式会社》 

･ピーシーエー・アセット･マネジメント株式会社は英国プルーデンシャルグループの日本における資産運用会社
として、生命保険や投資信託の資産を中心に運用しております。 

･当グループは 1848 年に設立され、150 年以上の長い歴史を持つ総合金融サービスグループです。英国を代表す
る生命保険会社を中核とし、投資信託の発祥の地でもある英国を基盤に世界中のお客様へ質の高い金融商品・
サービスをご提供しています。グループの運用資産総額は約 47.5 兆円（2005 年 12 月末現在）にのぼります。 
 

《ピーピーエム アメリカ インク （PPMアメリカ）》 

･当ファンドの投資顧問会社であるピーピーエム アメリカ インクは英国プルーデンシャルグループの米国に
おける資産運用会社であり、安定性が重視される生命保険や年金の資産運用を中心に行っています。特に社債
の運用には強みを持っており、信用分析に基づくスプレッドの獲得により超過収益を追求する運用を得意とし
ています。同社の債券の運用資産額は約 8.4 兆円（2005 年 12 月末現在）にのぼります。 
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（１）ファンドの特色 
ファンドは、主として欧州の高利回り債券等に投資することにより、インカム・ゲイン、キャピタル・
ゲイン及び為替差益によるトータル・リターンの 大化を目指して運用を行います。 
※ ファンドは、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型会社型外国投資信託（ユーロ建）です。投資する

シェアクラスは、Ｉ2（ユーロ建）です。なお、2007 年 10 月より「CAAM FUNDS ヨーロピアン・ハイ

イールド・ボンド・ファンド」が「CAAM FUNDS ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンド」に名称

が変更される予定です。 

 
（２）信託期間 

無期限（I2 シェアクラスは平成 13 年 6 月 4 日（月）設定） 
 

（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー 

管理会社 
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ルクセンブルグ・エ
ス・エー 

保管銀行、管理事務代行会社 CACEIS・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー 

 
（４）管理報酬等 

1) 投資顧問会社等への報酬：年率0.40％ 
2) 保管銀行、管理事務代行会社への報酬：年率0.20％ 
3) その他：組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

欧州の高利回り債券等を主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
①主として、欧州市場で発行される欧州の高利回り債券、欧州の発行体により発行される欧州の高利回

り債券またはその他の高利回り債券（自由に交換可能な通貨建て）等に投資します。 
② スタンダード&プアーズ社やムーディーズ社などの国際的格付機関よりハイイールド債（高利回り債

券）（ダブルB格（BB格）以下）と格付されている債券等に投資します。 
③ 必要に応じて為替ヘッジ行います。 
④ 金利変動リスクに対応するため、先物、オプションあるいはスワップ等の金利派生商品を利用するこ

とがあります。 
⑤発行体の信用リスクや債務不履行リスクのヘッジ目的のため、または裁定戦略※のために、クレジッ

ト・デリバティブ（クレジット・デフォルト・スワップ）を利用することがあります。 

※ クレジット・デリバティブの価格変動予測による取引、または2つの異なる発行体または同一発行体間の価格差を利用した

取引、またはクレジット・マーケットと証券市場間のリスク格差を利用した取引等を利用する取引手法のこと。 

クレジット・デリバティブのエクスポージャーは、ファンドの純資産総額の 40%以内とし、同一カウ
ンターパーティのリスク・エクスポージャーは、ファンドの純資産総額の 10%以内とします。なお、
当該取引に特化した高格付けの金融機関とのみクレジット・デリバティブ取引を行うものとします。 

⑥ ファンドは、プロテクションの売り手または買い手となることができます。 
⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において認可または取引されている譲渡可能なもの

に限定します。 
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10％以内とし

ます（ただし、EU加盟国、その地方公共団体、非加盟国あるいはEU加盟国の一つまたは複数が加盟し
ている公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品については、ファンドの純
資産総額の35%以内とします）。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 価格変動リスク 
② 為替変動リスク 
③ 流動性リスク 
④ 金利変動リスク 
⑤ 信用リスク 
 

CAAM FUNDS ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド 
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（１）ファンドの特色 
当ファンドは、主として新興国のソブリン債券を投資対象とする JPM 新興国ソブリン・マザーファンド
Ⅱ（適格機関投資家専用） (以下｢マザーファンド｣といいます) の受益証券を主要投資対象とし、安定
的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 18 年 12 月 22 日（金）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

委託会社 JP モルガン･アセット･マネジメント株式会社 

受託会社 りそな信託銀行株式会社 

マザーファンドの投資顧問会社 J.P.モルガン･インベストメント･マネージメント･インク 
 
（４）管理報酬等 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対して年 0.7875%（税抜 0.75%）の率を乗じて得た額としま
す。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報
酬から支払われます。 
上記のほか、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及び監査費用等を信託財産から支払
います。 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 
 新興国のソブリン債券を投資対象とするマザーファンドを主要投資対象とします。 
2) 投資態度 
① 主として、マザーファンドの受益証券に投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財

産の長期的な成長を目指した運用を行います。 
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変

などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。 
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 
② 投資信託証券（マザーファンドの受益証券は除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額

の5％以下とします。 
③ 外貨建資産への実質的投資割合には、制限を設けません。 
④ デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引をいいます）

の利用は、ヘッジ目的に限定しません。 

 

マザーファンド 
1) 投資対象 

主として新興国*1の政府または政府機関の発行する債券*2に投資します。ただし、マザーファンドの純
資産総額の 20％を上限に、政府及び政府機関の発行する債券以外の新興国の債券に投資を行います。 
マザーファンドは、一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクを主として反映する仕組債に投資
する場合があります。その場合、当該債券は政府及び政府機関の発行する債券以外の新興国の債券と
みなします。また、当該債券は反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たないものとします。  
マザーファンドの投資対象は、主に米ドル建ての債券とします。ただし、マザーファンドの純資産総
額の 25％を上限に米ドル以外の通貨建ての債券に投資します。 
 *1 「新興国」とは、マザーファンドの運用の外部委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国です。例えば、参考

指標（JP モルガン EMBI グローバル・ディバーシファイド指数*3）の構成国が該当します。参考指標とは、当ファンド

の投資対象市場の動向をわかり易く示すために用いる指標です。 

 *2 「政府または政府機関の発行する債券」とは、政府や政府機関により発行され、元本及びクーポンの支払いについて政

府保証の付いた債券をいいます（以下「ソブリン債券」といいます）。 

*3 J.P.Morgan Securities Inc.が公表している新興国の債券のパフォーマンスを表す指数です。 

   同指数は、J.P.Morgan Securities Inc.が定める条件により選ばれた、政府または政府機関の発行する、米ドル建ての

ブレディ債（1989 年のブレディ提案に基づいて新興国が発行し、米国市場ユーロ市場等の国際的な市場で流通する債

券）、ユーロ債及びローンで構成されている時価総額加重平均指数で、1993年 12月 31日より算出されております。 

 
 

JPM 新興国ソブリン･ファンド F（適格機関投資家専用） 
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＜参考指標の構成国＞ 

 
 
 
 
 
 

（2006年 9月末現在） 

2) 投資態度 
① 主として世界の新興国のソブリン債券に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財

産の長期的な成長を目指した運用を行います。 
② 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 
④ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいて、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメン

ト・インクに運用の指図に関する権限を委託します。 
3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 
② 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 
④ デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引をいいま

す）の利用はヘッジ目的に限定しません。 
 
（６）ファンドの主なリスク 

① 信用リスク 
② 為替変動リスク 
③ 金利変動リスク 
④ 新興国への投資に伴うリスク 
⑤ 仕組債のリスク 

 

【アジア地域】 
フィリピン、マレーシア、 
中国、インドネシア、 
タイ、パキスタン 

【中南米地域】 
メキシコ、ブラジル、 

ベネズエラ、 
コロンビア、ペルー、 

パナマ、チリ、 
アルゼンチン、エクアドル、 

ウルグアイ、 
エルサルバドル、 
ドミニカ共和国 

【アフリカ・中東地域】 
南アフリカ、レバノン、 

ナイジェリア、 
エジプト、モロッコ、 

チュニジア、 
コートジボアール 

【ロシア・欧州地域】 
ロシア、トルコ、 
ウクライナ、 

ポーランド、ブルガリア、 
ハンガリー、 

セルビア･モンテネグロ 
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（１）ファンドの特色 
この投資信託は、主として日本を含む世界各国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以
下同じ）されている不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動
産投資信託証券」といいます）を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目
指して運用を行います。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 18 年 12 月 22 日（金）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

委託会社 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 

受託会社 りそな信託銀行株式会社 

投資助言会社 りそな信託銀行株式会社 
 
（４）管理報酬等 

委託会社及び受託会社は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。  
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

日本を含む世界各国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 
2) 投資態度 
① 主として日本を含む世界各国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている不動産

投資信託証券を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
います。 

② 投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り水準、流動性、市況動向等を勘案の上、投資銘柄を選定し、
運用を行うことを基本とします。 

③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 
⑥ 運用にあたっては、りそな信託銀行株式会社の投資助言を受けます。 

3) 主な投資制限 
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
④ 株式への投資は行いません。 
⑤ デリバティブの利用は行いません。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 有価証券の価格変動リスク 
② 為替リスク 
③ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク 
④ 信用リスク 
⑤ REITの価格変動リスク 

CA グローバル REIT マザーファンド 
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（１）ファンドの特色 
本ファンドは世界各国の物価連動債券を中心に分散投資を行うことにより、ベンチマークであるバーク
レイズ世界物価連動国債指数を長期的に上回ることを目的とします。 
※ ファンドは、英領西インド諸島ケイマン籍オープン・エンド型契約型外国投資信託（米ドル建）です。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 18 年 12 月 21 日（木）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 

副投資顧問会社 ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント・インターナショナル 

受託会社 BNY ファンド・マネージメント（ケイマン）リミテッド 

保管受託銀行 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク 

管理事務代行会社 BNY オルタナティブ・インベストメント・サービシズ・インク 

総販売会社 ゴールドマン・サックス・インターナショナル 
 
（４）管理報酬等 

運用報酬：      年率 0.500% 
管理事務及び保管報酬： 

230 百万米ドルまで：    年率 0.070％ 
230 百万米ドル超－460 百万米ドルまで：年率 0.050％ 
460 百万米ドル超：       年率 0.025％ 

受託報酬： 
10 億米ドルまで：     年率 0.015％ 
10 億米ドル超：     年率 0.010％ 

（ただし、アンブレラであるゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラストにおけ
る管理事務、保管及び受託報酬の年間 低報酬を 65 千米ドルとします） 

その他：ⅰ) 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、設立費用、監査費用等をファンド
から支払います。 

ⅱ) ファンドにかかる諸経費は各受益証券に按分されます。投資顧問会社はファンドの報酬ま
たは諸費用を支払う場合があります。受託会社は投資顧問会社から支払われた報酬または
諸費用を払戻す場合があります。ファンドは受益証券の販売やその他にかかる諸費用を負
担します。 

（５）投資方針等 
1) 投資対象 

① 国債、政府機関債及び地方債 
② 国際機関債 
③ 社債 
④ モーゲージ証券、商業不動産ローン担保証券及びその派生商品等 
⑤ 資産担保証券 
⑥ 先物、オプション、スワップ 
⑦ 通貨フォワード取引 
⑧ 短期金融商品 

2) 投資態度 
① 主として、世界各国の物価連動債券等への投資を通じて、長期的にベンチマークを上回る投資成果を

目指します。 
② ポートフォリオのデュレーションについては、原則としてベンチマーク±5年以内とします。 
③ ポートフォリオの平均格付は、原則としてA-格相当以上とします。 
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
③ 投資信託証券または投資証券への投資は行いません。 
④ 本ファンドは通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に運用資産総額の50%以上を

投資します。 

ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債サブ・トラスト– FoF クラス  
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（６）ファンドの主なリスク 
①物価変動リスク 
②金利変動リスク 
③信用リスク 
④為替変動リスク 
 

運用会社の概要 
《ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント》 

ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント（以下 GSAM）は、世界 大の投資銀行グループの一つであ
るゴールドマン･サックス･グループの資産運用部門として、1988 年に設立されました。1988 年の設立以来、
大規模な買収等を行うことなく、運用資産残高を伸ばしてきており、2006 年 6 月末現在では、世界 15 拠点
に 1,200 人超の従業員を抱え、世界の機関投資家、政府系機関、個人投資家より約 63.0 兆円（5,494 億米ド
ル、1ドル 114.63 円にて換算）（2006 年 6 月末現在）を受託しております。運用資産は株式、債券、マネー
マーケット、オルターナティブ・インベストメント等幅広く提供しております。顧客は、機関投資家、政府
系機関から個人投資家までの幅広い顧客層を有しており、様々な運用商品を提供しております。 
 

 
*ベンチマークについて 
（本文章はバークレイズ・キャピタルが著作権を有します） 

バークレイズ・バンク・ピー・エル・シーの投資銀行部門であるバークレイズ・キャピタル（以下、「バーク
レイズ・キャピタル」といいます）は、ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債サブ・トラスト－FoF
クラス(以下、「本ファンド」といいます)を後援または支持するものではなく、本ファンドを販売または宣伝
をするものではありません。バークレイズ・キャピタルは、本ファンドや有価証券投資一般に関する適否に関
して何らの意見を表明していません。バークレイズ・キャピタルは、独自に、「バークレイズ世界物価連動国
債指数[m1]」（本指数）を決定、構成、算定します。バークレイズ・キャピタルは、本指数の決定、構成、算
定の際に、本ファンドの保有者の要請を一切、考慮する必要がありません。バークレイズ・キャピタルは、本
ファンドの管理、マーケティング、トレーディングに関して何らの義務や責任を負いません。 
バークレイズ・キャピタルは、本指数、本指数に含まれるデータ、本指数配信にかかる解釈について、その品
質、正確性、完全性に関して第三者に対して何らの責任を負いません。バークレイズ・キャピタルは、明示的・
黙示的とを問わず、本指数にかかるライセンスやその他の指数の使用に関連して、本ファンドの保有者やその
他の個人又は法人が本指数及び本指数に含まれるデータを使用したことにより被った結果に関して何らの保
証をするものではありません。バークレイズ・キャピタルは、明示的・黙示的とを問わず、何らの保証をせず、
また、本指数及び本指数に含まれるデータに関して、市場において通常備えているべき品質保証（マーチャン
タビリティ）や特定の使用目的のために備えているべき性能の保証をしないことを明記します。バークレイ
ズ・キャピタルは、本指数及び本指数に含まれるデータの使用に起因する直接的損害や結果的損害を含む一切
の損害について、一切責任を負いません。 
バークレイズ・キャピタルが提供する情報やこの公表物で使われている情報は、バークレイズ・キャピタルの
事前の許諾なく、いかなる方式でも複製することは許されておりません。バークレイズ・キャピタル・ピー・
エル・シーは、イングランド No.1026167 で登録されております。登録オフィスは、チャーチル プレース１ 
ロンドン E145HP です。 
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（１）ファンドの特色 
本ファンドは世界各国の物価連動債券を中心に分散投資を行うことにより、ベンチマークであるバーク
レイズ世界物価連動国債指数を長期的に上回ることを目的とします。 
※ ファンドは、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型会社型外国投資信託（米ドル建）です。 
 

（２）信託期間 
無期限 

 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 

副投資顧問会社 ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント・エル・ピー 

ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社 

保管銀行/管理事務代行会社 ステート･ストリート･バンク・ルクセンブルグ・エス・エー 

総販売会社 ゴールドマン・サックス・インターナショナル 
 
（４）管理報酬等 

1) 運用報酬：年率 0.50% 
2) その他管理報酬等費用：年率 0.21%以内 
3) その他：組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、設立費用、監査費用等。 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 
① 国債、政府機関債及び地方債 

② 国際機関債 
③ 社債 
④ モーゲージ証券、商業不動産ローン担保証券及びその派生商品等 
⑤ 資産担保証券 
⑥ 先物、オプション、スワップ 
⑦ 通貨フォワード取引 
⑧ 短期金融商品 

2) 投資態度 
① 主として、世界各国の物価連動債券等への投資を通じて、長期的にベンチマークを上回る投資成果を

目指します。 
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
③ 投資信託証券または投資証券への投資は行いません。 
④ 本ファンドは通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に運用資産総額の50%以上を

投資します。 
 
（６）ファンドの主なリスク 

① 物価変動リスク 

② 金利変動リスク 
③ 信用リスク 
④ 為替変動リスク 

 

ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債ポートフォリオ– クラス I シェア  
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*ベンチマークについて 
（本文章はバークレイズ・キャピタルが著作権を有します） 

バークレイズ・バンク・ピー・エル・シーの投資銀行部門であるバークレイズ・キャピタル（以下、「バーク
レイズ・キャピタル」といいます）は、ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債ポートフォリオ– ク
ラス Iシェア(以下、「本ファンド」といいます)を後援または支持するものではなく、本ファンドを販売また
は宣伝をするものではありません。バークレイズ・キャピタルは、本ファンドや有価証券投資一般に関する
適否に関して何らの意見を表明していません。バークレイズ・キャピタルは、独自に、「バークレイズ世界物
価連動国債指数[m2]」（本指数）を決定、構成、算定します。バークレイズ・キャピタルは、本指数の決定、
構成、算定の際に、本ファンドの保有者の要請を一切、考慮する必要がありません。バークレイズ・キャピ
タルは、本ファンドの管理、マーケティング、トレーディングに関して何らの義務や責任を負いません。 
バークレイズ・キャピタルは、本指数、本指数に含まれるデータ、本指数配信にかかる解釈について、その
品質、正確性、完全性に関して第三者に対して何らの責任を負いません。バークレイズ・キャピタルは、明
示的・黙示的とを問わず、本指数にかかるライセンスやその他の指数の使用に関連して、本ファンドの保有
者やその他の個人又は法人が本指数及び本指数に含まれるデータを使用したことにより被った結果に関して
何らの保証をするものではありません。バークレイズ・キャピタルは、明示的・黙示的とを問わず、何らの
保証をせず、また、本指数及び本指数に含まれるデータに関して、市場において通常備えているべき品質保
証（マーチャンタビリティ）や特定の使用目的のために備えているべき性能の保証をしないことを明記しま
す。バークレイズ・キャピタルは、本指数及び本指数に含まれるデータの使用に起因する直接的損害や結果
的損害を含む一切の損害について、一切責任を負いません。 
バークレイズ・キャピタルが提供する情報やこの公表物で使われている情報は、バークレイズ・キャピタル
の事前の許諾なく、いかなる方式でも複製することは許されておりません。バークレイズ・キャピタル・ピ
ー・エル・シーは、イングランド No.1026167 で登録されております。登録オフィスは、チャーチル プレ
ース１ ロンドン E145HP です。 
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（１）ファンドの特色 
本ファンドは、主として GSCI 先物等及び米ドル建ての投資適格債券等への投資を通じて、費用控除前ベ
ースにおいてベンチマークであるゴールドマン・サックス・コモディティ・インデックスのトータル・
リターン指数（以下、GSCI 指数といいます）※を長期的に上回ることを目的とします。 
＊ファンドは、ケイマン籍オープン・エンド型会社型外国投資信託（米ドル建）です。 
※GSCI 指数は、2007 年 2 月にスタンダード＆プアーズ社によって買収され、S&P GSCI トータル・リター
ン指数に名称変更となっています。 

 
（２）信託期間 

無期限（平成 18 年 12 月 22 日（金）設定） 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 

副投資顧問会社 ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント・インターナショナル 

受託会社 BNY ファンド・マネージメント（ケイマン）リミテッド 

保管受託銀行 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク 

管理事務代行会社 BNY オルタナティブ・インベストメント・サービシズ・インク 

総販売会社 ゴールドマン・サックス・インターナショナル 
 
（４）管理報酬等 

運用報酬：      年率 0.450% 
管理事務及び保管報酬： 

230 百万米ドルまで：    年率 0.070％ 
230 百万米ドル超－460 百万米ドルまで： 年率 0.050％ 
460 百万米ドル超：    年率 0.025％ 

受託報酬： 
10 億米ドルまで：     年率 0.015％ 
10 億米ドル超：     年率 0.010％ 

（ただし、アンブレラであるゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラストにおけ
る管理事務、保管及び受託報酬の年間 低報酬を 65 千米ドルとします） 

その他：ⅰ) 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、設立費用、監査費用等をファンド
から支払います。 

ⅱ) ファンドにかかる諸経費は各受益証券に按分されます。投資顧問会社はファンドの報酬ま
たは諸費用を支払う場合があります。受託会社は投資顧問会社から支払われた報酬または
諸費用を払戻す場合があります。ファンドは受益証券の販売やその他にかかる諸費用を負
担します。 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 
① GSCI先物ないしはGSCIを構成する商品先物・オプション等 

② 米国内外の国債、政府機関債及び地方債 
③ 国際機関債 
④ 米国内外の社債 
⑤ モーゲージ証券、商業不動産ローン担保証券及びその派生商品等 
⑥ 資産担保証券 
⑦ ヤンキー債及びユーロ債 
⑧ 通貨フォワード取引 
⑨ 短期金融商品 

2) 投資態度 
① 主として、GSCI先物等及び米ドル建ての投資適格債券等への投資を通じて、長期的にベンチマークを

上回る投資成果を目指します。 
② ポートフォリオのデュレーションについては、原則として2年以内とします。 
③ 組入対象債券の格付は組入時においてBBB－格相当以上とします。 
④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

ゴールドマン･サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト－FoF クラス  
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3) 主な投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
③ 同一発行体の組入比率は運用資産総額の5%を上限とします。ただし、米国財務省証券、政府関係機関

債券(委託者またはその再委託先が政府関係機関債券と同等の信用度を有するとみなす債券を含みま
す) 及び短期金融商品についてはかかる上限は適用されないものとします。 

④ 投資信託証券または投資証券への投資は行いません。 
⑤ 本ファンドは通常の状況において、日本において有価証券に属する証券に運用資産総額の50%以上を

投資します。 
 
（６）ファンドの主なリスク 

① 商品先物の価格変動リスク 

② 金利変動リスク 
③ 信用リスク 
④ 為替変動リスク 

 
*ベンチマークについて 

「S&P GSCI」「GSCI」は、ザ・マグロウーヒル・カンパニーズ社の所有する登録商標でありゴールドマン・ 

サックス・アセット・マネジメント（株）に対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは、

本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性について何ら表明するも

のではありません。GSCI（そのサブ・インデックスを含む）はゴールドマン・サックス社又はその関連会社に

よって所有・支持・承認されるものではありません。 
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（１）ファンドの特色 
ファンドは、主として世界各国の転換権付有価証券及びワラントに分散投資し、収益の確保を目指して
運用を行います。 
※ ファンドは、ルクセンブルグ籍オープン・エンド型会社型外国投資信託（ユーロ建）です。投資する

シェアクラスは、C（acc）（ユーロ建）です。 
 
（２）信託期間 

無期限 
 
（３）ファンドの関係法人 

関係 名称 

投資顧問会社          JP モルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッド  

管理会社 JP モルガン・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・
エー・アール・エル                   

保管銀行・管理事務代行会社 JP モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー 
 
（４）管理報酬等 

1) 投資顧問会社等への報酬：年率 0.75％ 
2) 保管銀行、管理事務代行会社等への報酬：年率 0.20％以内 
3) その他：組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、法律関係の費用等 

 
（５）投資方針等 

1) 投資対象 

世界各国の転換権付有価証券及びワラントを主要投資対象とします。 
2) 投資態度  
① ファンドの資産総額（現金及び現金同等物を除きます）の67％以上は、転換権付有価証券及びワラン

トに投資します。これらの発行体は、新興国市場を含む世界各国に所在する発行体とします。 
② 転換権付有価証券には、転換社債、転換権付ノート、転換権付優先株式及びその他の転換権または交

換権付有価証券を含みます。 
③ ファンドは、補完的に債券及びその他の債務証券、株式及びエクイティ・リンク証券（預託証券及び

その他の参加権を含みます）、インデックス・ノート及びパーティシペーション・ノート、エクイティ・
リンク・ノート、現金及び現金同等物に投資する場合があります。 

④ また、UCITS（譲渡可能証券共同投資事業）またはその他のUCI(共同投資事業)に投資する場合があり
ます。 

⑤ ファンドの基準通貨はユーロですが、他の通貨建て資産を組み入れる場合があります。ただし、ファ
ンドの資産の大部分はユーロ建てあるいはユーロにヘッジします。 

⑥ ファンドは、ヘッジ目的及び運用の効率化を図るため、金融派生商品を利用することがあります。ま
た、運用の効率化を図るため、譲渡可能有価証券及び短期金融商品に関する手法及び取引（有価証券
の貸付またはレポ取引を含みます）を行うことがあります。 

⑦ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。 
3) 主な投資制限 
① 投資する有価証券及び短期金融商品は、規制市場において取引されている譲渡可能なものに限定しま

す。 
② 同一発行体の有価証券あるいは短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の10％以内とし

ます（ただし、EU加盟国、その地方公共団体あるいは機関、または別の適格国あるいはEU加盟国の一
つまたは複数が加盟している公的国際機関が発行または保証する有価証券あるいは金融市場商品につ
いては、ファンドの純資産総額の35％以内とします）。 

③ 貴金属、商品、商品先物取引契約またはこれらを表象する証書への投資またはこれらに関わる取引は
行いません。 

④ 不動産の所有権、これに関するオプション、不動産に関する権利あるいは不動産に基づく何らかの利
得の売買は行いません。ただし、不動産又は不動産に基づく何らかの利得によって担保された有価証
券や不動産投資（不動産に基づく何らかの利得への投資を含む）を行う会社が発行した有価証券への
投資を行うことがあります。 

 
（６）ファンドの主なリスク 

① 価格変動リスク 
② 金利変動リスク 
③ 信用リスク 
④ 為替変動リスク

JPM グローバル・コンバーティブル（ユーロ） 
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信託約款 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社
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追加型証券投資信託 

りそな ワールド・セレクト・ファンド 

 

運用の基本方針 

 

信託約款 21 条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。 

 

1．基本方針 

当ファンドは、ファンド･オブ･ファンズ方式で運用することを基本とします。当ファンドは、配当等収益の確保と中長期的

な信託財産の成長を目指して運用を行います。 

 

2．運用方法 

(1) 投資対象 

主として投資信託証券（投資信託及び外国投資信託の受益証券または投資法人及び外国投資法人の投資証券を含みます。以

下同じ）を主要投資対象とします。なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール･ローン及び手形割引市場において売買さ

れる手形に直接投資することがあります。 

 

(2) 投資態度 

① 主として、投資信託証券に投資をすることにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い、配当

等収益の確保を図るとともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。 

② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。また、当初の投資対象資産毎の投資信託証券への基本

配分比率は下記の通りとすることを基本とします。ただし、実際の配分比率は、下記基本配分比率と乖離する場合があ

り、また、予期せぬ投資環境等が発生した場合には大きく異なることがあります。なお、基本配分比率については、将

来見直しを行うことがあります。 

 

投資対象資産 基本配分比率 

1 日本株式 2.5%程度 

2 海外株式（アジア株式を含む） 5.5%程度 

3 新興国株式 2.0%程度 

4 海外国債 2.0%程度 

5 海外投資適格債 20.0%程度 

6 海外ハイイールド債 36.0%程度 

7 新興国国債 15.0%程度 

8 グローバル・リート 10.0%程度 

9 グローバル物価連動債 2.0%程度 

10 コモディティ 4.0%程度 

11 グローバル転換社債  1.0%程度 

③ 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます）の中から、投

資対象資産毎の利回り水準や市況動向、資金動向等を勘案し、投資を行います。 

④ 指定投資信託証券は運用の基本方針に鑑み、定性評価・定量評価等を勘案して適宜見直しを行います。この際、指定投

資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに投資信託証券（ファンド設定時以降に設定

された投資信託及び外国投資信託の受益証券（投資法人及び外国投資法人の投資証券を含みます）も含みます）が指定

投資信託証券として指定される場合もあります。 

⑤ 原則として、為替ヘッジは行いません。 

⑥ 資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用を行う場合があります。 
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(3) 投資制限 

① 投資信託証券以外への投資は、信託約款第 20 条の範囲内で行います。 

② 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。 

③ 外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。 

④ 原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ 1 ファンドへの投資割合は純資産総額の 50%を超えないものとします。

ただし、約款若しくは定款等において、ファンド･オブ･ファンズにのみ取得される(販売会社及び運用会社が一時取得す

る場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には 50%以上の取得が出来るものとし

ます。 

また、不動産を主たる投資対象とする投資信託及び外国投資信託の受益証券または投資法人及び外国投資法人については、

同一銘柄への投資比率を、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 

 

3．収益分配方針 

ファンドは、毎決算時(毎月 11 日。休日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。ただ

し、第 1 回目の収益分配は、初回決算の平成 19 年 3 月 12 日とします。 

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子･配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。 

② 分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合に

は分配を行わないこともあります。 

③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 
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追加型証券投資信託 

りそな ワールド・セレクト・ファンド 

信託約款 

 

(信託の種類、委託者及び受託者、信託事務の委託) 

第1条 この信託は、証券投資信託であり、クレディ･アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな

信託銀行株式会社を受託者とします。 

② 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の

信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者

の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 4 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1

号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ）を含みます）と信託契約を締結し、これを委託

することができます。 

③ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、信託財産を害するおそれがないと認められる場合に行

うものとします。この場合、信託財産を害するおそれがないと認められる場合とは、利害関係人に対する業務の

委託に係る条件が市場水準等に照らし公正と認められる条件である場合をいいます。 

 

(信託の目的、金額及び限度額) 

第2条 委託者は、金 2,000 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 1 兆円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託が行

われたときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

 

(信託期間) 

第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 43 条第 1 項、第 44 条第 1 項、第 45 条第 1 項及び第 47 条第 2 項の規

定による信託終了の日までとします。 

 

(受益証券の取得申込の勧誘の種類) 

第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込の勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信

託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 4 条は以下の通り変更されます。＞ 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第 4 条  この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託

及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。 

 

(当初の受益者) 

第5条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 6 条により

分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 5 条は以下の通り変更されます。＞ 

（当初の受益者） 

第 5 条  この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 6 条により分

割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 

(受益権の分割及び再分割) 

第6条 委託者は、第 2 条第 1 項の規定による受益権については、2,000 億口を上限として、追加信託によって生じた受

益権については、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受

託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

 

(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法) 

第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額としま

す。 
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② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社

団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総

領を控除した金額(以下「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいま

す。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計

算します。 

③ 第 24 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による

ものとします。 

 

(信託日時の異なる受益権の内容) 

第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

(受益証券の発行) 

第9条 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行し

ます。 

② この信託のすべての受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社

債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を

含め「社振法」といいます。以下同じ）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめ

この信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、

以下「振替機関」といいます）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機

関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ

り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます）。 

③ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、

この信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもの

で、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます）を受益者

を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替受入簿に記載または記

録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付

票を含みます）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代

理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社

（証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国

証券会社を含みます。以下同じ）及び登録金融機関（証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関を

いいます。以下同じ）に当該申請の手続きを委任することができます。 

④ この信託のすべての受益権は、社振法に基づく投資信託振替制度へ移行するため、受益者は受益証券を保護預り

契約に従って委託者の指定する証券会社及び登録金融機関の保護預りとするものとし、受益証券の引出の請求は

行わないものとします。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 9 条は以下の通り変更されます。＞ 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 9 条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以

下同じ）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うこと

について同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます）

及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、

以下「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座

簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当

該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない

事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から

記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の

請求を行わないものとします。 
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③ 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録

をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ

の通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

 

(受益証券の発行についての受託者の認証) 

第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受

けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 10 条は以下の通り変更されます。＞ 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ

当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

 

(受益証券の申込単位、価額及び手数料等) 

第11条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2

条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ)及び登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規

定する登録金融機関をいいます。以下同じ)は、第 9 条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に 1

万口以上 1 万口単位をもって当該受益証券の取得の申込に応ずるものとします。 ただし、委託者の指定する証

券会社または登録金融機関と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従って契約(以下「別に定める契約」とい

います)を結んだ取得申込者に対しては、1 口の整数倍をもって取得の申込に応ずることとします。 

この信託約款において別に定める契約とは、この信託について受益証券取得申込者と委託者の指定する証券会社

及び登録金融機関が締結する別に定める契約と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし

ます。この場合別に定める契約は当該別の名称に読み替えるものとします。なお、第 9 条の規定により発行され

る受益証券の取得申込者は、社振法に基づく投資信託振替制度への移行の取扱を規定した別に定める保護預り約

款及び当該投資信託振替制度に移行した振替受益権の管理について定めた投資信託受益権振替決済口座管理約

款に従って委託者の指定する証券会社及び登録金融機関と契約を結んだものに限るものとします。 

② 前項の規定にかかわらず、取得申込日がファンドの休業日(日本の証券取引所の休業日、ロンドン、ルクセンブル

グの銀行休業日及びニューヨーク証券取引所の休業日あるいは米国債券市場協会が定める休業日であることを

指します。以下同じ)にあたる場合は、受益証券の取得の申込を受付けないものとします。 

③ 1． 第 1 項の受益証券の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料及び当該手数料にかかる消費

税並びに地方消費税(以下「消費税等」といいます)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この

信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1 口につき 1 円に、手数料及び当該手数料にかか

る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

2． 前号の手数料の額は、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関が個別に定める料率を乗じて得た金額と

します。 

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が第 39 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券

の価額は、原則として第 34 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、取得申込の受付を中止すること及び取得申込の受付を取消すことができます。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 11 条は以下の通り変更となります。＞ 

（受益権の申込単位、価額及び手数料等） 

第 11 条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2

条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ)及び登録金融機関(証券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規

定する登録金融機関をいいます。以下同じ)は、第 6 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込

者に対し、1 万口以上 1 万口単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自

動けいぞく投資約款に従って契約（以下「別に定める契約」といいます）を結んだ取得申込者に限り、１口の整

数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。この信託約款において別に定める契約とは、この信

託について受益権取得申込者と委託者の指定する証券会社及び登録金融機関が締結する別に定める契約と別の

名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合別に定める契約は当該別の名称に読み

替えるものとします。 

② 前項の場合の取得申込日がファンドの休業日(日本の証券取引所の休業日、ロンドン、ルクセンブルグの銀行休

業日及びニューヨーク証券取引所の休業日あるいは米国債券市場協会が定める休業日であることを指します。以

下同じ)にあたる場合は、原則として受益権の取得申込の受付は行いません。 
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③ 1．第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料及び当該手数料にかかる消費税

並びに地方消費税(以下「消費税等」といいます)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信

託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、手数料及び当該手数料にかかる消

費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

2． 前号の手数料の額は、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関が個別に定める料率を乗じて得た金額と

します。 

④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が第 39 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の

価額は、原則として第 34 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑤ 第 1 項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己の

ために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関は、

当該取得申込の代金（第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払と引換

に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

るときは、取得申込の受付を中止すること及び取得申込の受付を取消すことができます。 

 

(受益証券の種類) 

第12条 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万口券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、1,000 万口

券、1 億口券、の 8 種類とします。 

② 委託者の指定する証券会社及び登録金融機関は、第 1 項の受益証券を保護預り契約に基づき保管するものとしま

す。 

③ 委託者の指定する証券会社または登録金融機関と受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定める契約及び保

護預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社または登録金融機関が保管する受益証券の種類は、第 1 項に定

めるもののほか、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 12 条は以下の通り変更となり、また、第 12 条の 2 が追加されます。＞ 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第 12 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受

人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前

項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当

該他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記

載または記録が行われるよう通知するものとします。 

④ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている

振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必

要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることがで

きます。 

 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第 12 条の 2 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者及び受託者に対抗

することができません。 

 

(受益証券の記名式、無記名式への変更並びに名義書換手続) 

第13条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換に記名式の受益証

券を、または記名式の受益証券と引換に無記名式の受益証券を交付します。 

② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。 

③ 前項の規定による名義書換の手続は、第 34 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 13 条は削除されます。＞ 

 

(記名式の受益証券譲渡の対抗要件) 

第14条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者及び受託者に対抗することがで

きません。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 14 条は削除されます。＞ 
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(無記名式の受益証券の再交付) 

第15条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、当該受益証券の公示催告による除権判決の謄本を添え、委

託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 15 条は削除されます。＞ 

 

(記名式の受益証券の再交付) 

第16条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続きによって再交付を請求したときは、記

名式の受益証券を再交付します。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 16 条は削除されます。＞ 

 

(受益証券を毀損した場合等の再交付) 

第17条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続きにより再交付を請

求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 17 条は削除されます。＞ 

 

(受益証券の再交付の費用) 

第18条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 18 条は削除されます。＞ 

 

(投資の対象とする資産の種類) 

第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1．次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをい

います。以下同じ) 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権 

ハ．約束手形(証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるもの(CP)を除きます) 

ニ．金銭の信託の受益権 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 

為替手形 

 

(運用の指図範囲) 

第20条 委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます）のほか、次の

有価証券(本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。 

1．コマーシャル･ペーパー及び短期社債等 

2．外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの 

② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図するこ

とができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託 

3. コール･ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要

と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用することの指

図ができます。 

 

（受託者の自己または利害関係人等との取引） 

第 20 条の 2 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律

並びに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者及び受託者の利害関係人（金融機関の信託業

務の兼営等に関する法律第4 条第 1項にて準用する信託業法第29条第 2 項第 1号に規定する利害関係人をいいま

す。以下この条において同じ）、第 25 条第 2 項に定める信託業務の委託先及びその利害関係人または受託者にお

ける他の信託財産との間で、第 19 条、第 20 条第 1 項及び第 2 項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託

及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない限り行うことができます。 

② 前項の取扱は、第 24 条、第 29 条、第 30 条における委託者の指図による取引についても同様とします。 
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(運用の基本方針) 

第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。 

 

(同一銘柄の投資信託証券への投資制限) 

第22条 委託者は、原則として、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が信託財産の純資産総額の 100 分

の 50 を超える投資の指図をしません。ただし、約款若しくは定款等において、ファンド･オブ･ファンズにのみ

取得される(販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファ

ンドを組入れる場合には 50%以上の取得が出来るものとします。 

②  不動産を主たる投資対象とする投資信託及び外国投資信託の受益証券または投資法人及び外国投資法人につい

ては、同一銘柄への投資比率を、信託財産の純資産総額の 30％以下とします。 

 

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 

第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約

されることがあります。 

 

(外国為替予約の指図及び範囲) 

第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約

を指図することができます。 

 

（信託業務の委託） 

第25条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管及び処分ならびにこれに付随する業務の全部また

は一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営むもの

及びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。 

② 受託者は、前項のうち信託業法 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に定める基準の全てに

適合するものを委託先として選定します。 

1． 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと。 

2． 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。 

3． 信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行う体制が整備されていること。 

4． 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。 

③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを

確認するものとします。 

 

（有価証券の保管) 

第26条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に預託し保管させることができます。 

 

(混蔵寄託) 

第27条 金融機関または証券会社から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した

外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル･ぺ－パーは、当該金融機関または証券会社が保管

契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

(信託財産の表示及び記載の省略) 

第28条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示及び記載を

しません。 

 

(有価証券売却等の指図) 

第29条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

(再投資の指図) 

第30条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等及び

その他の収入金を再投資することの指図ができます。 



 

信託約款 

－87－ 

(資金の借入れ) 

第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部

解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます）を目的として、または再投資に係る収益

分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）の指図をすることが

できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する

有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品

の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還

金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融

商品の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資

金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

(損益の帰属) 

第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。 

 

(受託者による資金の立替え) 

第33条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えを

することができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の配当金及びその他の

未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰

入れることができます。 

③ 前 2 項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 

 

(信託の計算期間) 

第34条 この信託の計算期間は、毎月 12 日から翌月 11 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は、信

託契約締結日から平成 19 年 3 月 12 日までとします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のと

き、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ

し、 終計算期間の終了日は、第 3 条に定める信託期間の終了日とします。 

 

(信託財産に関する報告) 

第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに 終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

 

(信託事務等の諸費用及び監査報酬) 

第36条 信託財産に関する租税、その他信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息並びに信託財産

の財務諸表の監査に要する費用及び当該監査費用にかかる消費税等相当額(以下「諸経費」といいます)は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、毎年 5 月及び 11 月に到来する計算期

末または信託終了のとき信託財産中より支弁します。 

            

(信託報酬等の額及び支弁の方法) 

第37条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第 34 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

10,000 分の 112 の率を乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中より支弁するものとし、委託者と受託者との

間の配分は別に定めます。 

③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

④ 委託者は、受託者の同意のうえ、第 1 項に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。 

 

(収益の分配方式) 

第38条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次のように処理します。 
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1．配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます)は、諸経

費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配する

ことができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが

できます。 

2．売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報

酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益をもって補てんし

た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立

てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

 

(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払) 

第39条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引換に受益者に支

払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原

則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を委託者の指定する証券会社及び登録金融機関に交付しま

す。この場合、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関は、別に定める契約に基づき受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付を行います。 

③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)は、信託終了

日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換に受益者に支払います。 

④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第 2 項を除く）に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社

または登録金融機関の営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者毎の信託時の受益証券の価額等に

応じて計算されるものとします。 

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証

券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整

されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受

益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整さ

れるものとします。 

⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届出るものとし、第 1 項の場合は収益分配金交付票

に、第 3 項及び第 4 項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。 

⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金及び償還金も

しくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、

その責を負わないものとします。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 39 条は以下の通り変更となります。＞ 

（収益分配金、償還金及び一部解約金の支払） 

第 39 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関

等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部

解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定さ

れた受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録

されている受益権については原則として取得申込者とします）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託

者の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託

者の指定する証券会社及び登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社及び登録金融機

関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付により増加した受

益権は、第 9 条第 3 項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ）は、信託終

了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信

託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関

の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします）に支払います。なお、当

該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換に、当該償

還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
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いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

④ 一部解約金（第 42 条第 5 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ）は、

第42条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。 

⑤ 前各項(第 2 項を除く)に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払は、委託者の指定する証券会社また

は登録金融機関の営業所等において行うものとします。 

⑥  収益分配金、償還金及び一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に

応じて計算されるものとします。 

 

(収益分配金及び償還金の時効) 

第40条 受益者が、収益分配金について前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、並び

に信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないとき

は、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 40 条は以下の通り変更となります。＞ 

（収益分配金及び償還金の時効） 

第 40 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないとき、なら

びに信託終了による償還金について前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、

その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

(収益分配金、償還金及び一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責) 

第41条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第 39 条

第 3 項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 39 条第 4 項に規定する支払日までに、そ

の全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金及び一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払

いにつき、その責に任じません。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 41 条は以下の通り変更となります。＞ 

（収益分配金、償還金及び一部解約金の払込と支払に関する受託者の免責） 

第 41 条 受託者は、収益分配金については第 39 条第 1 項に規定する支払開始日までに、償還金については第 39 条第 3 項

に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 39 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者

の指定する預金口座等に払込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金及び一部解約金を払込んだ後は、

受益者に対する支払につき、その責に任じません。 

 

(信託の一部解約) 

第42条 受益者(委託者の指定する証券会社及び登録金融機関を含みます。以下本条において同じ)は、自己の有する受益

証券につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約にかかる受益証券並びに委託者の指定する証券会社及び登録

金融機関の所有にかかる受益証券については1口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。 

② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がファンドの休業日にあたる場合においては、委託者は一部

解約の実行の請求を受付けないものとします。 

③ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関に対し、受

益証券をもって行うものとします。 

④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 

⑤ 前項の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 

⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項

による一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 

⑦ 前項により－部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部

解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受

益証券の一部解約価額は、当該受付中止を解除した後の 初の基準価額の計算日(この計算日が第 2 項に規定す

る一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の 初の一部解約の実行の請求を受付け

ることができる日とします)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価

額とします。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 42 条は以下の通り変更となります。＞ 

（信託の一部解約） 

第 42 条 受益者（委託者の指定する証券会社及び登録金融機関を含みます。以下本条において同じ）は、自己に帰属する
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受益権につき、委託者に 1 万口単位（別に定める契約にかかる受益権または委託者の指定する証券会社及び登録

金融機関に帰属する受益権については 1 口の整数倍）をもって一部解約の実行を請求することができます。 

② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がファンドの休業日にあたる場合においては、委託者は一

部解約の実行の請求を受付けないものとします。 

 

③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第 1

項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に

係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申

請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行

われます。 

④ 第 1 項の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 

⑤ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指

定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4

日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行われ

る当該請求については、振替受益権となることが確実なこの信託の受益証券をもって行うものとします。 

⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項

による一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。 

⑦ 前項により－部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部

解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受

益権の一部解約価額は、当該受付中止を解除した後の 初の基準価額の計算日(この計算日が第 2 項に規定する

一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の 初の一部解約の実行の請求を受付ける

ことができる日とします)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額

とします。 

 

(信託契約の解約) 

第43条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を

下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしく

はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが

できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ

の信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対

して書面を交付した時は、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記し

ます。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項

の信託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これら

の事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した

ときは、原則として、公告を行いません。 

⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第

3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

 

(信託契約に関する監督官庁の命令) 

第44条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を

終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 48 条の規定にしたがいます。 

 

(委託者の認可取消し等に伴う取扱) 

第45条 委託者が監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐこ

とを命じたときは、この信託は、第 48 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間

において存続します。 
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(委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱) 

第46条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡すること

があります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を

承継させることがあります。 

(受託者の辞任に伴う取扱) 

第47条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 48 条の規定に

したがい、新受託者を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

(信託約款の変更) 

第48条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の

うえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官

庁に届出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその

内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

③ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記し

ます。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項

の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これら

の事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した

ときは、原則として、公告を行いません。 

 

(反対者の買取請求権) 

第49条 第 43 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 43 条第 3 項ま

たは前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券

を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 49 条は以下の通り変更となります。＞ 

（反対者の買取請求権） 

第 49 条 第 43 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 43 条第 3 項ま

たは前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権

を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関

する事項は、第 43 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。 

 

（公告) 

第50条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、第 50 条の次に第 50 条の 2 として以下が追加となります。＞ 

（質権口記載又は記録の受益権の取扱） 

第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一部解約の

実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従

って取扱われます。 

 

(信託約款に関する疑義の取扱) 

第51条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

＜平成 19 年 1 月 4 日以降、付則第 1 条が追加されます。＞ 

付則第 1 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条（受益証券の種類）から第 18 条（受益証券の

再交付の費用）の規定及び受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等に

より受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 
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前記条項により信託契約を締結します。 

信託契約締結日  平成 18 年 12 月 22 日 

 

委 託 者 東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号 

ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

代表取締役 青野 晴延 

 

受 託 者   東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 

 りそな信託銀行株式会社 

 取締役社長 田中 卓 

 

 

 

＜添付約款＞ 
金融商品取引法ならびに同法に関連して改正する投資信託及び投資法人に関する法律が施行された場合には、信託約款中の
（委託者の認可取消し等に伴う取扱い）の規定につきましては、規定していた法令が投資信託及び投資法人に関する法律か
ら金融商品取引法に変更となる部分を含みますので、以下の通りお読み替えください（下線部変更部分を示します）。 
 

 (委託者の登録取消し等に伴う取扱) 

第45条  委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託    

者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ

とを命じたときは、この信託は、第 48 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間

において存続します。 
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別に定める投資信託証券 

信託約款第 20 条及び運用の基本方針の「別に定める投資信託証券」とは、次の投資信託証券(投資信託または

外国投資信託の受益証券及び投資法人または外国投資法人の投資証券)をいいます。 

投信会社／投資顧問会社 ファンド名 ファンド籍 

日本株式 

りそな信託銀行株式会社 CAAM FUNDS ジャパン・バリュー－Ｉ2 クラス ルクセンブルグ 

海外株式（アジア株式含む） 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 DWS 欧州株式ファンド（適格機関投資家専用） 日本 

フィデリティ投信株式会社 
フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド 

（適格機関投資家専用） 
日本 

CAAM FUNDS グレーター・チャイナ－Ｉ2 クラス ルクセンブルグ 

CAAM FUNDS 韓国ファンド－Ｉ2 クラス ルクセンブルグ 
クレディ・アグリコル アセットマネジメント 

･ホンコン・リミテッド 
CAAM FUNDS インドファンド－Ｉ2 クラス ルクセンブルグ 

新興国株式 

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 JPM エマージング株式ファンド F(適格機関投資家専用) 日本 

海外国債 

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント 

株式会社 
SG 海外国債インカムファンド F（適格機関投資家専用） 日本 

海外投資適格債 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用) 日本 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント･ 

エス・エー 

CAAM FUNDS ユーロ・コーポレイト・ボンド・ファンド－Ｉ2 ク

ラス 
ルクセンブルグ 

海外ハイイールド債 

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 
PCA 米国ハイイールド社債ファンド（適格機関投資家専

用） 
日本 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント 

･エス・エー 

CAAM FUNDS ヨーロピアン･ハイイールド・ボンド・ファンド 

－Ｉ2 クラス 
ルクセンブルグ 

新興国国債 

JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 JPM 新興国ソブリン･ファンド F（適格機関投資家専用） 日本 

グローバル・リート 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント 

株式会社 
CA グローバル REIT マザーファンド 日本 

グローバル物価連動債 

ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債 

サブ・トラスト－FOF クラス 
ケイマン 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 

・エル・ピー ゴールドマン・サックス・グローバル物価連動債 

ポートフォリオ－クラスＩシェア 
ルクセンブルグ 

コモディティ 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 

・エル・ピー 

ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・ 

サブ・トラスト－FOF クラス 
ケイマン 

グローバル転換社債 

JP モルガン・アセット・マネジメント（UK） 

リミテッド 
JPMグローバル・コンバーティブル（ユーロ）C（acc）－ユーロ ルクセンブルグ 
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親 投 資 信 託 

 

（CAグローバルREITマザーファンド） 
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親投資信託 

（CAグローバルREITマザーファンド） 

 

運用の基本方針 

 

 

 約款第15条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1．基本方針 

この投資信託は、主として日本を含む世界各国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。以下同じ）されて

いる不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）

を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 

 

2．運用方法 

(1) 投資対象 

日本を含む世界各国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 

 

(2) 投資態度 

① 主として日本を含む世界各国の証券取引所に上場されている不動産投資信託証券を投資対象とし、安定的な配当等

収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 

② 投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り水準、流動性、市況動向等を勘案の上、投資銘柄を選定し、運用を行う

ことを基本とします。 

③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 

④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

⑥ 運用にあたっては、りそな信託銀行株式会社の投資助言を受けます。 

 

(3) 投資制限 

① 株式への投資制限 

  株式への直接投資は、行いません。 

② 投資信託証券への投資制限 

投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 

③ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限 

同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。 

④ 外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

⑤ デリバティブの利用は行いません。 
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親投資信託 

（CAグローバルREITマザーファンド） 

 

信託約款 

 

（信託の種類、委託者及び受託者、信託事務の委託） 

第 1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、クレディ・ア

グリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。 

② 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業

務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人

（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係

人をいいます。以下この条において同じ）を含みます）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

③ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、信託財産を害するおそれがないと認められる場合に行うも

のとします。この場合、信託財産を害するおそれがないと認められる場合とは、利害関係人に対する業務の委託に係る

条件が市場水準等に照らし公正と認められる条件である場合をいいます。 

 

（信託の目的及び金額） 

第 2条 委託者は、金500億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

 

（信託金の限度額） 

第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、3,000億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。 

 

（信託期間） 

第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第36条第1項及び第2項、第37条第1項、第38条第1項及び第40条第2項の規定に

よる信託終了日までとします。 

 

（受益証券の取得申込の勧誘の種類） 

第 5条  この信託にかかる受益証券の取得申込の勧誘は、証券取引法第2条第3項第2号イに掲げる場合に該当し、投資信託及び

投資法人に関する法律第2条第14項で定める適格機関投資家私募により行なわれます。 

 

（受益者） 

第 6条 この信託の元本及び収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするクレディ・アグリコル アセットマネジメ

ント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。 

 

（受益権の分割及び再分割） 

第 7条 委託者は、第2条の規定による受益権については500億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、

これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

 

（追加信託金の計算方法） 

第 8条 追加信託金は、追加信託を行う日の追加信託または信託契約の一部解約（以下「一部解約」といいます）の処理を行

う前の信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価し

て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます）を追加信託または一部解

約を行う前の受益権総口数で除した金額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。 

② 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます）、預金その他の資産をいいます。以下

同じ）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

③ 第18条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものと

します。 

 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

 

（受益証券の発行及び種類） 

第10条 委託者は、第7条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。 

② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示したものとします。 

③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。 
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（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第11条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の

受託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。 

 

（投資の対象とする資産の種類） 

第12条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

    1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ） 

    イ．有価証券 

    ロ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条第1項第5号に掲げるもの 

    ハ．約束手形 

    ニ．金銭信託の受益権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条第1項第7号に掲げるもの 

    2．次に掲げる特定資産以外の資産 

    イ．為替手形 

 

（投資の対象とする有価証券の範囲等） 

第13条 委託者は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。 

 1. コマーシャル・ペーパー及び短期社債等 

 2. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの 

 3. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます） 

 4. 投資証券または外国投資証券（証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます） 

 5. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

なお、第3号の証券及び第4号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

 

（受託者の自己または利害関係人等との取引） 

第14条 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならび

に関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者及び受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等

に関する法律第4条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条におい

て同じ）、第19条第2項に定める信託業務の委託先及びその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第

12条及び第13条に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない

限り行うことができます。 

② 前項の取扱いは、第18条、第23条及び第24条における委託者の指図による取引についても同様とします。 

 

（運用の基本方針） 

第15条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。 

 

（同一銘柄の投資信託証券への投資制限） 

第16条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託の受益証券または同一銘柄の不動産投資法人の投資証券の時

価総額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。 

 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第17条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約され

ることがあります。 

 

（外国為替予約取引の指図） 

第18条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指

図することができます。 

 

（信託業務の委託） 

第19条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管及び処分ならびにこれに付随する業務の全部または一

部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営むもの及びこれら

の子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。 

② 受託者は、前項のうち信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適

合するものを委託先として選定します。 

 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

3. 信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行う体制が整備されていること 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認

するものとします。 
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（有価証券の保管） 

第20条  受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に預託し保管させることができます。 

② 受託者は、信託財産に属する投資信託証券を、当該信託にかかる受益証券の保護預り契約等に基づいて、当該契約の

相手方に預託し保管させることができます。 

 

（混蔵寄託） 

第21条 金融機関または証券会社から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国

において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締

結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

 

（信託財産の表示及び記載の省略） 

第22条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示及び記載をしま

せん。 

 

（有価証券売却等の指図） 

第23条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

（再投資の指図） 

第24条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等及びその他の収入金

を再投資することの指図ができます。 

 

（損益の帰属） 

第25条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。 

 

（受託者による資金の立替え） 

第26条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをする

ことができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等及びその他の未収入金で、信託終了日まで

にその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前2項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 

 

（信託の計算期間） 

第27条 この信託の計算期間は、毎年5月12日から翌年5月11日までとします。ただし、第1計算期間は、平成18年12月22日から

平成19年5月11日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業

日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。 

 

（信託財産に関する報告） 

第28条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する計算書及び報告書を作成して、これを委託者に提出しま

す。 

② 受託者は、信託終了のときに 終計算を行い、信託財産に関する計算書及び報告書を作成して、これを委託者に提出

します。 

 

（信託事務の諸費用） 

第29条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、

信託財産中から支弁します。 

 

（信託報酬） 

第30条 委託者及び受託者は、この信託契約に関して信託報酬を収受しません。 

 

（利益の留保） 

第31条 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 

 

（追加信託金及び一部解約金の計理処理） 

第32条 追加信託金または一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、一

部解約にあっては解約差金として処理します。 

 

（償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第33条 受託者は、信託が終了したときは、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい

います。以下同じ）の全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 
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（償還金の支払いの時期） 

第34条 委託者は、受託者から償還金の交付を受けた後、受益証券と引き換えに、当該償還金を受益者に支払います。 

 

（信託契約の一部解約） 

第35条 委託者は、受益者の請求があった場合には、この信託契約の一部を解約します。 

② 解約金は、一部解約を行う日の一部解約または追加信託の処理を行う前の信託財産の資産総額から負債総額を控除し

た金額を、一部解約または追加信託を行う前の受益権総口数で除した金額に、当該一部解約にかかる受益権の口数を

乗じた額とします。 

 

（信託契約の解約） 

第36条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを

得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ

の場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定めるすべての証券投資信託がその信託を

終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あら

かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの

信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書

面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

④ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。

なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の信託

契約の解約をしません。 

⑥  委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事

項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。 

 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第37条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了

させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第41条の規定に従います。 

 

（委託者の認可取消等に伴う取扱い） 

第38条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契

約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを

命じたときは、この信託は、第41条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続

します。 

 

（委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い） 

第39条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することが

あります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継 

させることがあります。 

 

（受託者の辞任に伴う取扱い） 

第40条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第41条の規定に従い、

新受託者を選任します。 

  ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

（信託約款の変更） 

第41条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、

この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、変更しようとする旨及びその

内容を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。

なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の信託
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約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事

項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるす

べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 

（反対者の買取請求権） 

第42条  第36条の規定に従い信託契約の解約を行う場合または前条の規定に従い信託約款の変更を行う場合において、第36条

第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証

券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 

（利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付） 

第43条  委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第28条第1項に定める書面を交付しません。 

 

（運用報告書） 

第44条  委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第33条に定める運用報告書を交付しません。 

 

（公告） 

第45条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第46条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

前記条項により信託契約を締結します。 

信託契約締結日  平成 18 年 12 月 22 日 

 

委 託 者 東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号 

ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

代表取締役 青野 晴延 

 

受 託 者   東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 

 りそな信託銀行株式会社 

 取締役社長 田中 卓 

 
 
 
 

＜添付約款＞ 
金融商品取引法ならびに同法に関連して改正する投資信託及び投資法人に関する法律が施行された場合には、信託約款中の（委
託者の認可取消し等に伴う取扱い）の規定につきましては、規定していた法令が投資信託及び投資法人に関する法律から金融
商品取引法に変更となる部分を含みますので、以下の通りお読み替えください（下線部変更部分を示します）。 
 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第38条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契

約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを

命じたときは、この信託は、第41条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存

続します。 



 

用語解説 
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委 託 会 社 

認可を受けた投資信託委託会社であり、「投信会社」「運用会社」とも呼ばれます。受

託会社と締結した信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見

書）や運用報告書の作成等を行います。 

運 用 報 告 書 

受益者（お客さま）に、ファンドの運用実績・運用状況等をお知らせするための書類

です。原則として、ファンドの計算期間毎に委託会社が作成し、販売会社を通じて受

益者の皆様にお渡しします。 

基 準 価 額 

ファンドを購入または途中解約する時の基準となる価額で、純資産総額を受益権総口

数（ファンドを保有しているすべての受益者の保有口数）で割って算出されます。基

準価額は、組入れる有価証券の値動き等により日々変動します。当ファンドでは、１

万口当たりの価額で表示されます。 

受 託 会 社 

信託業務を営む金融機関又は信託会社であり、「受託者」とも呼ばれます。委託会社

の指図に基づき、信託財産の保管・管理や基準価額の計算を含む信託財産の計算等を

行います。信託財産は、受託会社自身の財産と分別して管理されています。 

純 資 産 総 額 

ファンドに組入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、株式の配当金や公

社債等の利息などの収入を加えたものから、未払金などの負債総額やファンドの運用

に必要な費用などを差し引いたもので、ファンドの信託財産が全体でいくらになって

いるかを表す金額です。 

信 託 期 間 
ファンドが設定されてから終了するまでの期間をいいます。委託会社は受託会社と合

意の上、所定の手続きを行うことによって信託期間を変更することができます。 

信 託 財 産 留 保 額 
ファンドを途中解約する際に、解約時の基準価額から控除される金額です。当ファン

ドでは信託財産留保額を徴収しないため、解約価額は基準価額と同額になります。 

信 託 報 酬 
ファンドの運用・管理にかかる費用で、ファンド毎に一定の率が決められ、ファンド

の中から委託会社、受託会社、販売会社に支払われます。 

設 定 日 ／ 信 託 設 定 日 
ファンドの運用を開始する日です。ファンドについて、委託会社と受託会社が信託契

約を締結します。 

追 加 型 投 資 信 託 
オープン型投資信託ともいいます。ファンドの設定・運用開始後も買付け・売却がで

きる投資信託のことです。 

販 売 会 社 

ファンドの販売を行う会社（銀行や証券会社等の金融機関）をいいます。販売会社は、

募集の取扱のほか、換金（解約）の取扱、収益分配金・償還金の支払いの取扱等を行

います。 

ファンド・オブ・ファンズ 
社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「主として投資信託証券に投

資するもの」をいいます。投資信託証券から株式や債券などへの投資します。 

ベ ン チ マ ー ク 
ファンドの運用を行うにあたり、基準とする指標（＝インデックス）です。 

ベンチマークが定められている場合は、投資信託説明書（目論見書）に記載されます。 

 
 
 

用語解説 



   

 

 
 
 
 

 

りそな ワールド・セレクト・ファンド 

（愛称：｢りそなオールスター｣） 

追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ 

 

投資信託説明書(請求目論見書) 

2007 年 8 月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 
 
 
 本書は証券取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（金融商品取引法等の施行について） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（投資信託についての一般的な留意事項） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項） 

1. 本投資信託説明書（請求目論見書）により行う｢りそな ワールド・セレクト・ファンド｣

（愛称：りそなオールスター）の受益権の募集については、委託者は、証券取引法(昭

和 23 年法第 25 号)の第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 18 年10月 27 日に関東

財務局長に提出しており、平成 18 年 11 月 12 日にその届出の効力が生じております。 

 

2．本投資信託説明書（請求目論見書）は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」

の内容を記載したものであり、証券取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付さ

れる目論見書です。 

 

3. ｢りそな ワールド・セレクト・ファンド｣（愛称：りそなオールスター）の受益権の価

額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、こ

れらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。 

 

4．当ファンドは元本及び分配金が保証されているものではありません。 
 

投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願

い申し上げます。 
・投資信託は預金ではありません。 
・投資信託は預金保険の対象となりません。 
・投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクがあります）に投資するため、

投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。 
・投資信託の設定･運用は投資信託委託会社が行います（銀行は販売の窓口となります）。 
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことに

なります。 
・銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 
・投資信託のご購入時にはお申込手数料等がかかります。また、純資産総額に対して信託

報酬が日々かかります（年率約 1.77％（税込・概算値））。 

当ファンドは、主に投資信託証券を通じて国内外の株式、債券や不動産等値動きのある資

産を投資対象としていますので、市場価格の変動や投資対象となる有価証券の発行体の倒

産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を受け、

損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。 
 

証券取引法等の一部を改正する法律が平成 18 年 6 月 14 日に公布されておりますが、その

主たる部分は当該公布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で指定する日から

施行され、証券取引法は題名を金融商品取引法と改められ、規定の変更も行われます。 

金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関す

る法律等の施行により、信託約款の規定等の変更を行っていきますが、この変更により商

品性の同一性が失われるものではなく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものでは

ありません。 

なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令諸規則の施行後であ

っても、証券取引法等に関連する規定に関する記載は、特段の記載がない場合は金融商品

取引法等の施行前の旧法令諸規則の規定に関する記載としてお読みください。 
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第１ ファンドの沿革 
平成 18 年 12 月 22 日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始 

平成 19 年 1 月 4 日   投資信託の振替制度へ移行 

 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 
１）お申込みの受付場所 

当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において

取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があり

ます。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問合せください。 
 

販売会社 

株式会社 りそな銀行 

株式会社 埼玉りそな銀行 

株式会社 近畿大阪銀行 

２）申込期間と申込価額 
 申込期間 申込価額 
 

当初申込期間 
平成18年11月13日(月)から 
平成18年12月21日(木)まで 

当初発行価格（1口当たり1円） 

 
継続申込期間 

平成18年12月22日(金)から 
平成20年 2月 8日(金)まで※ 

申込日の翌営業日の基準価額 

取得申込の受付は、原則として各営業日の午後 3 時（半日営業日の場合には午前 11 時）ま

でに受け付けたもの（当該取得の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したも

の）を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱となります。 
ただし、申込日が日本の証券取引所の休業日、ロンドン、ルクセンブルグの銀行休業日及

びニューヨーク証券取引所の休業日あるいは米国債券市場協会の定める休業日のいずれか

に該当する場合は、お申込みできません。 
※継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

３）申込単位 
1 万円以上 1 円単位または 1 万口以上 1 万口単位とします。 

お申込みには「自動けいぞく投資コース」と、「一般コース」があります。 

*「自動けいぞく投資コース」は、収益分配金の「再投資」と「定期引出」のご選択が可能です。

「定期引出」をご希望されるお客さまは、別途定期引出契約をお申込みください。 

*「一般コース」は、収益分配時に分配金を受取るコースです。 

ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取扱となる場合があります。詳しくは、販売会

社にお問合せください。 

前記コースについては途中で変更することはできません（ただし、全保有受益権売却後に新た

にご購入される場合を除きます）。 

販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、受益権の取得申込

を行う「定時定額購入取引(積立)」(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ)

を取扱う場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。 

※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うた

めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記

載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座

に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追

加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を

するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社

から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記

載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、

振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま

す。 
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２ 換金（解約）手続等 

１）途中解約※の受付 
※途中解約とは信託約款上の一部解約と同意義です。 

(a) 原則として、毎営業日解約のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売

会社においてお申込みください。 

(b) 受益者が途中解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって

行うものとします。 

２）途中解約取扱期間と解約価額 

(a) 途中解約の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後 3 時（半日営業日の場合

には午前 11 時）までに受け付けたもの（当該解約の申込みにかかる販売会社所定の事

務手続きが完了したもの）を当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎた場合

は翌営業日の取扱いとなります。 

(b) 途中解約の実行の請求日が、ファンドの休業日にあたる場合においては、委託会社は

途中解約の実行の請求を受付けないものとします。 

(c) 解約価額は、途中解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 

(d) 解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 5 営業日目から、販売

会社において受益者に支払われます。 

３）解約単位 

1 口単位または 1 万口単位とします。 

４）解約価額の照会方法 

解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せる

ことにより知ることができます。なお、解約価額は 1 万口単位で表示されたものが発表さ

れます。 

当ファンドの解約価額について委託会社の照会先は次の通りです。 

 

クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン 

電話番号：0120-202-900（フリーダイヤル） 

受付時間：月曜日～金曜日（祝休日を除く）の午前 9 時～午後 5 時 

（半日営業日は午前 9 時～午前 11 時半） 

インターネットホームページ：http://www.jp.ca-assetmanagement.com 

５）途中解約の請求の受付を中止する特別な場合 

(a) 証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判

断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中解約の実行

の請求の受付を取消すことができます。 

(b) 途中解約の実行の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当

日の途中解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中解約の実行の

請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付の中止を解除した後

の 初の基準価額の計算日に途中解約の実行の請求を受付けたものとして当該基準価

額の計算日の翌営業日の基準価額とします。 

６）受益権の買取 

販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。 

買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問

合せください。 

７）買取請求の受付と買取価額 

買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。 

８）買取請求の受付を中止する特別な場合 

証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受益権

の買取を中止すること、及び既に受付けた受益権の買取を取消すことができます。 

*買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せください。 
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※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請

求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の

口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1）資産の評価 

１）基準価額の算定 
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます）を法令及び

社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産

の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます）を、計算日における

受益権口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以

下｢外貨建有価証券｣といいます）、預金その他の資産をいいます。以下同じ）の円換算につ

いては、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま

す。 
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ

るものとします。 
２）基準価額の算出頻度と公表 

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問合せる

ことにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新

聞に「オルスタ」の名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたもの

が発表されます。 

当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。 
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン 

電話番号：0120-202-900（フリーダイヤル） 

受付時間：月曜日～金曜日（祝休日を除く）の午前 9 時～午後 5 時 

（半日営業日は午前 9 時～午前 11 時半） 

インターネットホームページ：http://www.jp.ca-assetmanagement.com 

 

(2）保管 

該当事項はありません。 

 
(3）信託期間 

信託期間は平成18年12月22日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 １）信託の終

了」に該当する場合、信託は終了することがあります。 

 
(4）計算期間 

１）この信託の計算期間は、原則として毎月 12 日から翌月 11 日までとします。ただし、第 1

計算期間は信託契約締結日から平成 19 年 3 月 12 日までとします。 

２）各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日のとき、各計算期

間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま

す。ただし、 終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。 

(5）その他 

１）信託の終了 

(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せることができます（以下「繰上償還」といいます）。この場合において、委託会社は、

あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。 
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ⅰ．信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認

めるとき 

ⅱ．信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合 

ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき 

委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。 

1）委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面

をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託

契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行

いません。 

2）前記の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して

異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとし

ます。 

3）当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、信託契約の解約をしません。 

4）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその

理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交

付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告

を行いません。 

5）前記 2）から 4）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が

生じている場合であって、前記 2）の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告及び書

面の交付を行うことが困難な場合にも同様の取扱とします。 

(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

(c) 委託会社が監督官庁より認可※の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し

たとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁

がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じ

たときは、この信託は、後記「２）信託約款の変更」の（c）の異議を述べた受益者の受

益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資

信託委託業者と受託会社との間において、存続します。 
※なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。 

(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合において、委託会社が新受

託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

２）信託約款の変更 

(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あら

かじめ変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変

更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及び

その内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して

書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 
(b) 前記(a)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して

異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。 

(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分

の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。 

(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま

せん。 

(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記

（a）から（d）までの規定に従います。 
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３）反対者の買取請求権 

当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重要なものについて変更を行う場合におい

て、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会

社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで

きます。 

４）公告 

委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

５）運用報告書の作成 

委託会社は、5 月及び 11 月の計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託

財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。 

６）関係法人との契約の更改等に関する手続 

販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から

1 年間とします。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、

別段の意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱に

ついてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一

部を変更することができます。 
 

２ 受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

① 収益分配金に対する請求権 

１）受益者は、委託者が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 

２）収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益

者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益

者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で

取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については

原則として取得申込者とします）に毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日

からお支払いします（原則として決算日から起算して 5 営業日までにお支払いを開始）。収

益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。 

３）受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求しないと権利を失います。 
（注）「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投

資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され

ます。 
② 償還金に対する請求権 

１）受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。 

２）償還金は、信託期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として償還日の翌営

業日）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受

益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま

た、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定す

る証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則

として取得申込者とします）に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等

において行うものとします。 

３）受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間その支払を請求しないと権利を失い、受託者か

ら交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

③ 途中解約（換金）請求権 

１）受益者は、1 口単位または 1 万口単位で途中解約の実行を請求すること、または買取を請

求することにより換金する権利を有します。 

２）解約代金は、解約実行日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者にお支払いしま

す。 

 *買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込み販売会社の本

支店営業所等にお問合せください。 
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④ 帳簿書類の閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲

覧及び謄写の請求をすることができます。 

⑤ 反対者の買取請求権 

信託契約の解約、または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託者

に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもっ

て買取るべき旨を請求することができます。 
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第４ ファンドの経理状況 
 

（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大

蔵省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平

成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

（２）当ファンドの計算期間は 6 ヵ月未満であるため、財務諸表は 6 ヵ月ごとに作成しております。 

 なお、第 1 特定期間は信託約款第 34 条により、平成 18 年 12 月22 日から平成 19 年 5 月11 日

までとなっております。 

 

（３）当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、当特定期間（平成 18 年 12 月 22 日か

ら平成 19 年 5 月 11 日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。 
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１ 財務諸表 

りそな ワールド・セレクト・ファンド 

（１）貸借対照表 

当期 
（平成 19 年 5 月 11 日現在） 区分 

注記 
番号 

金額（円） 

資産の部   

流動資産   

預金  106,366,504 

コール・ローン  2,925,971,140 

証券投資信託受益証券  24,136,533,374 

投資証券  18,375,745,902 

親投資信託受益証券  4,712,775,578 

未収配当金  14,107,017 

未収利息  29,660 

流動資産合計  50,271,529,175 

資産合計  50,271,529,175 

負債の部   

流動負債   

未払収益分配金  729,406,743 

未払解約金  33,694,755 

未払受託者報酬  2,040,494 

未払委託者報酬  43,666,582 

その他未払費用  648,700 

流動負債合計  809,457,274 

負債合計  809,457,274 

純資産の部   

元本等   

元本 ※1,2 48,710,932,098 

剰余金   

期末剰余金  751,139,803 

(分配準備積立金)  （430,000,657） 

剰余金合計  751,139,803 

元本等合計  49,462,071,901 

純資産合計  49,462,071,901 

負債・純資産合計  50,271,529,175 
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（２）損益及び剰余金計算書 

当期 
(自 平成 18 年 12 月22 日 
至 平成 19 年 5 月 11 日) 区分 

注記 
番号 

金額（円） 

営業収益   

受取配当金  939,233,033 

受取利息  3,250,729 

有価証券売買等損益  939,441,215 

為替差損益  473,780,225 

営業収益合計  2,355,705,202 

営業費用   

受託者報酬  8,002,928 

委託者報酬  171,262,588 

その他費用  1,647,116 

営業費用合計  180,912,632 

営業利益金額  2,174,792,570 

経常利益金額  2,174,792,570 

当期純利益金額  2,174,792,570 

一部解約に伴う当期純利益金額分配額  11,795,288 

剰余金増加額  322,747,284 

（当期追加信託に伴う剰余金増加額）  （322,747,284） 

剰余金減少額  2,592,210 

（当期一部解約に伴う剰余金減少額）  （2,592,210） 

分配金 ※1 1,732,012,553 

期末剰余金  751,139,803 
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（３）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
当期 

(自 平成 18 年 12 月22 日 
至 平成 19 年 5 月 11 日) 

(1)証券投資信託受益証券 １ 有価証券の評価基準及び評価方

法  移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、当該証券投資信託受益証券の基準価

額で評価しております。 

 (2)投資証券 

  移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、当該投資証券の基準価額で評価して

おります。 

 (3)親投資信託受益証券 

 

 

 

 

２ デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、当該親投資信託受益証券の基準価額

で評価しております。 

  

為替予約取引 

 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価

評価にあたっては、原則として特定期間末日の対顧客先物売買

相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合

には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表

されている受渡日に も近い前後二つの日の仲値をもとに計

算しております。 

 

３ 収益及び費用の計上基準 

 

受取配当金 

  原則として、証券投資信託受益証券及び投資証券の収益分配

金落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。 

 

外貨建取引等の処理基準 

 

４ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項  外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」

（平成 12 年総理府令第 133 号）第60 条に基づき、取引発生時

の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但

し、同第 61 条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外

国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損

益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の

割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換

算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の

割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基

金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用し

ております。 
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（貸借対照表に関する注記） 

項目 
当期 

（平成 19 年 5 月 11 日現在） 

※１ 期首元本額 27,569,107,504 円 

期中追加設定元本額 21,529,141,051 円 

期中解約元本額 387,316,457 円 

  

※２ 特定期間末日における受益権の総数 48,710,932,098 口 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

当期 
(自 平成 18 年 12 月22 日 
至 平成 19 年 5 月 11 日) 

※１ 分配金の計算過程 

（平成 18 年 12 月 22 日から平成19 年 3 月 12 日までの計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（437,400,818 円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越

欠損金を補填した額（0 円）、信託約款に規定される収益調整金（81,335,224 円）及び分配準備積立金

（0 円）より分配対象収益が 518,736,042 円（一万口当たり126.55 円）であり、うち 163,950,891 円

（一万口当たり 40 円）より外国所得税（1,331,291 円）を控除後の 162,619,600 円を分配金額として

おります。 

 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方

法によっております。 

 

（平成 19 年 3 月 13 日から平成 19 年 4 月11 日までの計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（212,237,613 円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越

欠損金を補填した額（841,501,339 円）、信託約款に規定される収益調整金（210,029,899 円）及び分

配準備積立金（274,615,667 円）より分配対象収益が1,538,384,518 円（一万口当たり347.72 円）で

あり、うち 840,576,372 円（一万口当たり 190 円）より外国所得税（590,162 円）を控除後の 839,986,210

円を分配金額としております。 

 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方

法によっております。 

 

（平成 19 年 4 月 12 日から平成 19 年 5 月11 日までの計算期間） 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額

（233,037,179 円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越

欠損金を補填した額（438,873,093 円）、信託約款に規定される収益調整金（321,139,146 円）及び分

配準備積立金（487,497,128 円）より分配対象収益が1,480,546,546 円（一万口当たり303.94 円）で

あり、うち 730,663,981 円（一万口当たり 150 円）より外国所得税（1,257,238 円）を控除後の

729,406,743 円を分配金額としております。 

 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方

法によっております。 
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（有価証券に関する注記） 

当期（平成 19 年 5 月 11 日現在） 

売買目的有価証券 

種  類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に含まれた 

評価差額（円） 

証券投資信託受益証券 24,136,533,374 351,061,731 

投資証券 18,375,745,902 8,990,493 

親投資信託受益証券 4,712,775,578 △11,037,475 

合  計 47,225,054,854 349,014,749 

 

（デリバティブ取引等に関する注記） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

項目 
当期 

(自 平成 18 年 12 月22 日 
 至 平成19年 5月11日) 

１．取引の内容 

 

 当ファンドの利用しているデリバティブ取

引は、為替予約取引であります。 

 

２．取引に対する取組みと利用

目的 

 

 外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金

等の受取りまたは支払にかかる円貨額を確定

させるため、為替予約取引を行っております。 

 

３．取引に係るリスクの内容 

 

 一般的な為替予約取引に係る主要なリスク

として、為替相場の変動による価格変動リス

ク及び、取引相手の信用状況の変化により損

失が発生する信用リスクがあります。当ファ

ンドは、為替予約取引をスポットに限定して

いるため、価格変動リスクはきわめて小さい

と認識しております。また、為替予約の相手

先は社内ルールに従った金融機関に限定して

いるため、相手方の契約不履行に係る信用リ

スクはほとんどないと判断しております。 

 

４．取引に係るリスク管理体制 

 

 組織的な管理体制により、日々ポジション、

並びに評価金額及び評価損益の管理を行って

おります。 

 

５．取引の時価等に関する事項

についての補足説明 

 

 取引の時価等に関する事項についての契約

額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ

る名目的な契約額であり、当該金額自体がデ

リバティブ取引のリスクの大きさを示すもの

ではありません。 
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Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

当期（平成 19 年 5 月 11 日現在） 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

当期（自 平成 18 年 12 月 22 日 至 平成19 年 5 月 11 日） 

該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報に関する注記） 

当期 
（平成 19 年 5 月 11 日現在） 

１口当たり純資産額 1.0154 円 

（１万口当たり純資産額） （10,154 円） 
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（４）附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

① 株式 

 該当事項はありません。 

 

② 株式以外の有価証券 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 

証券投資信
託受益証券 

日本円 
DWS欧州株式ファン
ド（適格機関投資家
専用） 

835,366,765 944,047,981  

  

フィデリティ・US エ
クイティ・インカ
ム・ファンド（適格
機関投資家専用） 

799,936,809 956,164,467  

  
JPMエマージング株
式ファンドF（適格機
関投資家専用） 

789,378,887 971,725,409  

  
SG 海外国債インカ
ムファンドF（適格機
関投資家専用） 

933,217,770 940,590,190  

  
JPM新興国ソブリ
ン・ファンドF（適格
機関投資家専用） 

6,948,038,408 7,073,103,099  

  

ドイチェ・米国投資
適格社債ファンド
（適格機関投資家専
用） 

4,704,943,221 4,725,174,476  

  
PCA 米国ハイイール
ド社債ファンド（適
格機関投資家専用） 

8,230,261,369 8,525,727,752  

 証券投資信託受益証券 合計 23,241,143,229 24,136,533,374  
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 

投資証券 日本円 
CA Funds ジャパン・
バリュー I2 クラス 

114,254 1,185,042,488  

  
CA Funds 韓国ファン
ド I2 クラス 

21,149 252,222,974  

 日本円 小計 135,403 1,437,265,462  

 米ドル 

CA Funds グレータ
ー・チャイナ I2 ク
ラス 
 

17,913 2,030,080.29  

  
CA Funds インドファ
ンド I2 クラス 

18,578 2,075,162.60  

  

 
ゴールドマン・サッ
クス・エンハンス
ト・コモディティ・
サブ・トラスト FOF 
クラス 
 

1,581,888,589 15,597,421.48  

  

ゴールドマン・サッ
クス・グローバル物
価連動債サブ・トラ
スト FOFクラス 

800,150,059 7,846,271.47  

 米ドル 小計 2,382,075,139 
27,548,935.84 

(3,305,045,832)
 

 ユーロ 

CA Funds ユーロ・コ
ーポレイト・ボン
ド・ファンド-I2 ク
ラス 

294,620 29,025,962.40  

  

 
CA Funds ヨーロピア
ン・ハイイールド・
ボンド・ファンド I2 
クラス 

508,588 52,425,251.04  

  

 
JPM グローバル・コ
ンバーティブル（ユ
ーロ）C(acc)-ユーロ 

227,096 2,945,435.12  

 ユーロ 小計 1,030,304 
84,396,648.56 

(13,633,434,608)
 

 投資証券 合計  
18,375,745,902 

(16,938,480,400) 
 

親投資信託
受益証券 

日本円 
CAグローバルREITマ
ザーファンド 

4,192,860,835 4,712,775,578  

 親投資信託受益証券 合計 4,192,860,835 4,712,775,578  

 合 計  
47,225,054,854 

(16,938,480,440)
 

注１）通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 

注２）合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま

す。 
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注３）外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 
組入投資証券 
時価比率 

合計金額に対する比率 

米ドル 投資証券4銘柄 100.0％ 19.5％ 

ユーロ 投資証券3銘柄 100.0％ 80.5％ 

 

第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 
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（参考情報） 

当ファンドは、「CA グローバル REIT マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照

表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。 

なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。 

 

「CA グローバル REIT マザーファンド」の状況 

 なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。 

 

（１）貸借対照表 

（平成 19 年 5 月 11 日現在） 
区分 

注記 
番号 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

預金  35,150,611 

コール・ローン  22,254,132 

投資証券  4,640,009,924 

未収配当金  15,526,040 

未収利息  225 

流動資産合計  4,712,940,932 

資産合計  4,712,940,932 

純資産の部   

元本等   

元本 ※1,2 4,192,860,835 

剰余金   

期末剰余金  520,080,097 

剰余金合計  520,080,097 

元本等合計  4,712,940,932 

純資産合計  4,712,940,932 

負債・純資産合計  4,712,940,932 
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（２）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
自 平成 18 年 12 月 22 日 
 至 平成 19 年 5 月 11 日 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

 

投資証券 

 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価

評価にあたっては、当該投資証券の基準価額で評価しております。 

 

２ デリバティブ等の評価基準

及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

３．収益及び費用の計上基準 

 

 

 

為替予約取引 

 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価

にあたっては、原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場にお

いて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、

受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日

に も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 

 

受取配当金 

 原則として、投資証券の権利落ち日において、その金額が確定し

ている場合には当該金額、いまだ確定していない場合には予想配当

金額の 90％を計上し、残額については入金時に計上しております。 

 

４．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

 

外貨建取引等の処理基準 

 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平

成 12 年総理府令第 133 号）第60 条に基づき、取引発生時の外国通

貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61

条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、

外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨

建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通

貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対

する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投

資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益と

する計理処理を採用しております。 
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（貸借対照表に関する注記） 

項目 （平成 19 年 5 月 11 日現在） 

※１ 期首元本額 2,619,065,212 円 

期中追加設定元本額 1,573,795,623 円 

期中解約元本額 －円 

元本の内訳   

りそな ワールド・セレクト・ファンド 
4,192,860,835 円 

 

合 計 

 

4,192,860,835 円 

 

※２ 本報告書開示対象ファンドの特定期間末

日における受益権の総数 
4,192,860,835 口 

 

（有価証券に関する注記） 

（平成 19 年 5 月 11 日現在） 

売買目的有価証券 

種  類 貸借対照表計上額 
当計算期間の損益に含まれた 

評価差額 

投資証券 4,640,009,924 円 213,508,977 円 

合  計 4,640,009,924 円 213,508,977 円 
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（デリバティブ取引等に関する注記） 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

項目 
当期 

(自 平成 18 年 12 月22 日 
 至 平成19年 5月11日) 

１．取引の内容 

 

 当ファンドの利用しているデリバティブ取

引は、為替予約取引であります。 

 

２．取引に対する取組みと利用

目的 

 

 外貨建資産の購入代金、売却代金、配当金

等の受取りまたは支払にかかる円貨額を確定

させるため、為替予約取引を行っております。 

 

３．取引に係るリスクの内容 

 

 一般的な為替予約取引に係る主要なリスク

として、為替相場の変動による価格変動リス

ク及び、取引相手の信用状況の変化により損

失が発生する信用リスクがあります。当ファ

ンドは、為替予約取引をスポットに限定して

いるため、価格変動リスクはきわめて小さい

と認識しております。また、為替予約の相手

先は社内ルールに従った金融機関に限定して

いるため、相手方の契約不履行に係る信用リ

スクはほとんどないと判断しております。 

 

４．取引に係るリスク管理体制 

 

 組織的な管理体制により、日々ポジション、

並びに評価金額及び評価損益の管理を行って

おります。 

 

５．取引の時価等に関する事項

についての補足説明 

 

 取引の時価等に関する事項についての契約

額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ

る名目的な契約額であり、当該金額自体がデ

リバティブ取引のリスクの大きさを示すもの

ではありません。 

 

Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

当期（平成 19 年 5 月 11 日現在） 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

自 平成 18 年 12 月 22 日 至 平成19 年 5 月 11 日 

該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報に関する注記） 

（平成 19 年 5 月 11 日現在） 

１口当たり純資産額 

（１万口当たり純資産額） 

1.1240 円 

（11,240 円） 
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（３）附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

① 株式 

 該当事項はありません。 

 

② 株式以外の有価証券 

種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

投資証券 
 

日本円 
 

日本アコモデーショ
ンファンド投資法人 

9.00 8,865,000  

  MIDリート投資法人 58.00 40,542,000  

  
日本コマーシャル投
資法人 

85.00 53,380,000  

  
森ヒルズリート投資
法人 

3.00 4,350,000  

  
野村不動産レジデン
シャル投資法人 

5.00 4,640,000  

  
日本ビルファンド投
資法人 

27.00 52,650,000  

  
ジャパンリアルエス
テイト投資法人 

10.00 16,900,000  

  
日本リテールファン
ド投資法人 

59.00 76,110,000  

  
オリックス不動産投
資法人 

26.00 30,940,000  

  
日本プライムリアル
ティ投資法人 

33.00 18,249,000  

  プレミア投資法人 5.00 5,100,000  

  
東急リアル・エステ
ート投資法人 

3.00 4,200,000  

  
野村不動産オフィス
ファンド投資法人 

7.00 10,360,000  

  
ユナイテッド・アー
バン投資法人 

4.00 3,992,000  

  
森トラスト総合リー
ト投資法人 

3.00 4,620,000  

  
日本レジデンシャル
投資法人 

9.00 7,497,000  

  
フロンティア不動産
投資法人 

4.00 5,160,000  
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種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

  
ニューシティ・レジ
デンス投資法人 

70.00 49,560,000  

  
クレッシェンド投資
法人 

50.00 32,950,000  

  
日本ロジスティクス
ファンド投資法人 

3.00 3,930,000  

  福岡リート投資法人 31.00 38,440,000  

  
ケネディクス不動産
投資法人 

4.00 3,548,000  

  
ジョイント・リート
投資法人 

57.00 36,822,000  

  
イーアセット投資法
人 

62.00 42,718,000  

  DAオフィス投資法人 49.00 46,795,000  

  阪急リート投資法人 3.00 3,960,000  

  
アドバンス・レジデ
ンス投資法人 

66.00 40,062,000  

  

 
ジャパン・ホテル・
アンド・リゾート投
資法人 

42.00 31,080,000  

  
 
トップリート投資法
人 

5.00 4,325,000  

  
 
クリード・オフィス
投資法人 

72.00 49,536,000  

  ビ・ライフ投資法人 12.00 9,336,000  

  
ジャパンエクセレン
ト投資法人 

3.00 3,780,000  

 日本円 小計 879.00 744,397,000  

 
米ドル 

 
Acadia Realty  
Trust 

1,300.00 35,100.00  

  
Alexandria Real  
Estate Eqty 

1,400.00 153,202.00  

  AMB Property Corp 4,400.00 262,196.00  

  
American Financial  
Realty Trust 

15,900.00 172,197.00  

  
Apartment  
Investment & Mgmt 

5,200.00 277,368.00  
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種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

  
Archstone-Smith  
Trust 

11,300.00 587,148.00  

  
Ashford  
Hospitality Trust 

10,400.00 124,696.00  

  
AvalonBay  
Communities Inc 

3,700.00 440,781.00  

  
BioMed Realty  
Trust Inc 

3,600.00 104,328.00  

  
Boston Properties  
Inc 

5,500.00 639,210.00  

  
Brandywine Realty  
Trust 

6,000.00 196,200.00  

  
BRE Properties Inc  
A 

2,500.00 149,000.00  

  
Camden Property  
Trust 

2,900.00 200,912.00  

  
CBL & Associates  
Properties 

3,600.00 147,384.00  

  
Cedar Shopping  
Centres Inc 

5,600.00 91,616.00  

  
Colonial  
Properties Trust 

3,700.00 180,893.00  

  Cousins Properties 2,300.00 75,601.00  

  
Crescent Real  
Estate Equities 

10,000.00 203,300.00  

  
Developers  
Diversified Realty 

5,500.00 350,845.00  

  
Diamondrock  
Hospitality 

4,800.00 88,944.00  

  
Digital Realty  
Trust 

2,200.00 92,620.00  

  Duke Realty Corp 7,100.00 297,632.00  

  
EastGroup  
Properties 

1,300.00 64,415.00  

  
Entertainment  
Propertie Tr SBI 

1,600.00 96,144.00  

  Equity Inns Inc 7,000.00 125,720.00  

  Equity One Inc 2,500.00 71,625.00  
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種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

  Equity Residential 15,500.00 711,140.00  

  
Essex Property  
Trust 

900.00 112,842.00  

  
Extra Space  
Storage Inc 

5,100.00 90,015.00  

  
Federal Realty  
Invt Trust 

2,600.00 231,972.00  

  
FelCor Lodging  
Trust Inc 

3,400.00 87,754.00  

  
First Industrial  
Realty Trust 

4,000.00 176,000.00  

  
First Potomac  
Realty Trust 

2,200.00 56,804.00  

  
Franklin Street  
Properties Corp 

5,300.00 95,400.00  

  
General Growth  
Properties Inc 

12,000.00 735,840.00  

  Getty Realty Corp 2,500.00 70,100.00  

  
Glimcher Realty  
Trust 

5,600.00 152,936.00  

  
Health Care  
Property Invt 

9,900.00 332,937.00  

  
Health Care REIT  
Inc 

4,200.00 188,832.00  

  
Healthcare Realty  
Trust 

4,300.00 144,136.00  

  
Highland  
Hospitality 

6,700.00 128,171.00  

  
Highwoods  
Properties 

3,200.00 135,360.00  

  
Home Properties of  
New York 

1,900.00 103,075.00  

  
Hospitality  
Properties Trust 

5,900.00 265,559.00  

  
Host Hotels &  
Resorts Inc 

25,000.00 619,250.00  

  
HRPT Properties  
Trust 

19,200.00 227,520.00  

 



－26－ 

種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

  
Inland Real Estate  
Corp 

5,600.00 100,128.00  

  
Innkeepers USA  
Trust 

5,400.00 94,770.00  

  Kimco Realty Corp 11,100.00 526,029.00  

  
LaSalle Hotel  
Properties SBI 

1,800.00 84,240.00  

  
Lexington Realty  
Trust 

8,600.00 181,976.00  

  
Liberty Property  
Trust 

5,400.00 257,418.00  

  LTC Properties 2,700.00 67,392.00  

  Macerich Co 3,500.00 326,165.00  

  
Mack-Cali Realty  
Corp 

4,000.00 193,120.00  

  
Maguire Properties  
Inc 

2,100.00 75,768.00  

  
Mid-America Apt  
Communties 

1,500.00 81,750.00  

  
National Health  
Investors 

2,000.00 69,000.00  

  
National Retail  
Properties Inc 

6,000.00 143,640.00  

  
Nationwide Health  
Properties 

5,300.00 167,268.00  

  
Omega Healthcare  
Investors 

6,400.00 107,968.00  

  
Parkway Properties  
Inc (MD) 

1,600.00 84,240.00  

  
Pennsylvania Real  
Estate 

3,100.00 136,276.00  

  
Post Properties  
Inc 

2,300.00 117,277.00  

  Prologis 11,900.00 788,018.00  

  Public Storage 5,100.00 448,290.00  

  Realty Income Corp 7,000.00 195,230.00  
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種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

  
Regency Centers  
Corp 

3,400.00 273,972.00  

  Saul Centers 300.00 15,375.00  

  
Senior Housing  
Properties Trst 

5,700.00 132,468.00  

  
Simon Property  
Group 

10,900.00 1,212,625.00  

  
SL Green Realty  
Corp 

2,363.00 325,361.47  

  
Sovran Self  
Storage 

1,200.00 64,440.00  

  
Spirit Finance  
Corp 

13,600.00 195,432.00  

  
Strategic Hotels &  
Resorts 

4,100.00 89,667.00  

  Sun Communities 2,700.00 82,350.00  

  
Sunstone Hotel  
Investors 

3,100.00 91,698.00  

  
Tanger Factory  
Outlet Centers 

1,500.00 61,680.00  

  
Taubman Centers  
Inc 

2,500.00 138,375.00  

  Udr Inc 7,100.00 204,977.00  

  U-Store-It Trust 5,500.00 99,605.00  

  Ventas Inc 5,000.00 212,800.00  

  
Vornado Realty  
Trust 

6,100.00 720,105.00  

  Washington REIT 2,400.00 89,496.00  

  
Weingarten Realty  
Investors 

3,900.00 189,111.00  

 米ドル 小計 454,463.00 
18,340,220.47 

(2,200,276,249)
 

 カナダドル Calloway REIT 2,300.00 62,445.00  

  
Canadian Apartment  
Prop REIT 

2,100.00 44,520.00  
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種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

  
Canadian Hotel Inc  
Prop REIT 

2,600.00 40,976.00  

  
Canadian Real  
Estate Inv Trst 

800.00 24,904.00  

  
Chartwell Seniors  
Housing REIT 

5,900.00 92,630.00  

  Cominar REIT 1,000.00 23,710.00  

  
Dundee Real Estate  
Investment 

1,200.00 48,768.00  

  Extendicare REIT 1,000.00 17,300.00  

  H&R REIT 3,900.00 98,085.00  

  
Innvest Real  
Estate Investment  
Trust 

4,500.00 63,045.00  

  
Primaris Retail  
REIT 

2,500.00 50,500.00  

  
RioCan Real Estate  
Invmt Trust 

6,300.00 168,714.00  

 カナダドル 小計 34,100.00 
735,597.00 

(79,422,408)
 

 ユーロ Befimmo CVA/SCA 647.00 58,035.90  

  
COFINIMMO SA -  
Sicaf Immobiliere 

632.00 92,284.64  

  Corio NV 1,987.00 126,114.89  

  
Eurocommercial  
Properties NV 

1,510.00 64,869.60  

  
Fonciere des  
Regions 

906.00 113,086.92  

  Gecina 899.00 120,304.18  

  Klepierre 900.00 126,873.00  

  
Nieuwe Steen  
Investments NV 

3,253.00 71,045.52  

  Retail Estates 119.00 5,503.75  

  Rodamco Europe NV 2,765.00 288,002.40  

  SILIC 839.00 108,231.00  
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種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

  Tour Eiffel 634.00 74,178.00  

  Unibail SA 2,267.00 455,054.91  

  
VastNed Offices/ 
Industrial NV 

2,789.00 85,901.20  

  VastNed Retail NV 1,379.00 94,875.20  

  
Warehouses De Pauw  
SCA 

361.00 17,472.40  

  
Wereldhave Belgium  
CVA/SCA 

105.00 6,709.50  

  Wereldhave NV 773.00 83,654.06  

 ユーロ 小計 22,765.00 
1,992,197.07 
(321,819,514)

 

 
 

英ポンド 
 

British Land Co  
Plc 

21,222.00 317,905.56  

  Brixton Plc 26,516.00 132,712.58  

  
Great Portland  
Estates Plc 

7,551.00 55,235.56  

  Hammerson Plc 13,054.00 218,393.42  

  
Land Securities  
Group 

30,167.00 600,926.64  

  
Liberty  
International Plc 

22,143.00 276,123.21  

  Slough Estates Plc 38,427.00 298,193.52  

 英ポンド 小計 159,080.00 
1,899,490.49 
(451,053,011)

 

 
 

オーストラ
リアドル 

Abacus Property  
Group 

34,266.00 65,790.72  

  
Babcock & Brown  
Japan Property  
Trust 

24,607.00 47,737.58  

  
Centro Properties  
Group 

34,491.00 334,562.70  

  
Centro Retail  
Trust 

37,146.00 67,234.26  
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種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

  
CFS Retail  
Property Trust 

62,874.00 149,011.38  

  
Commonwealth  
Property Office 

115,639.00 174,614.89  

  DB RREEF Trust 163,007.00 311,343.37  

  Galileo Shopping A 138,298.00 172,872.50  

  GPT Group 111,225.00 577,257.75  

  
ING Industrial  
Fund 

60,464.00 149,346.08  

  ING Office Fund 82,190.00 138,901.10  

  
ING Real Estate  
Cmty Living Group 

26,463.00 35,989.68  

  
Investa Property  
Group 

93,615.00 258,377.40  

  
Macquarie  
Countrywide Trust 

96,622.00 212,568.40  

  
Macquarie DDR  
Trust 

111,205.00 141,786.37  

  
Macquarie Goodman  
Group 

67,144.00 486,794.00  

  
Macquarie Leisure  
Trust 

4,671.00 15,507.72  

  
Macquarie Office  
Trust 

149,816.00 250,941.80  

  
Macquarie ProLogis  
Trust 

117,588.00 166,974.96  

  Mirvac Group 60,074.00 333,410.70  

  
Mirvac Real Estate  
Investment Trust 

10,718.00 14,362.12  

  
Multiplex Group  
(fully paid  
stapled) 

37,244.00 178,398.76  

  Stockland 73,838.00 646,820.88  

  
Tishman Speyer  
Office Fund 

23,305.00 63,156.55  

  
Valad Property  
Group 

40,242.00 93,361.44  
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種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 

  Westfield Group 96,454.00 2,132,597.94  

 オーストラリアドル 小計 1,873,206.00 
7,219,721.05 
(715,474,356)

 

 
 

ニュージー
ランドドル 

Kiwi Income  
Property Trust 

86,622.00 144,658.74  

 ニュージーランドドル 小計 86,622.00 
144,658.74 

(12,611,348)
 

 香港ドル Fortune REIT 31,000.00 181,350.00  

  GZI REIT 102,000.00 309,060.00  

  Link REIT 137,000.00 2,468,740.00  

 香港ドル 小計 270,000.00 
2,959,150.00 
(45,393,361)

 

Ascendas REIT 76,000.00 204,440.00  

 

シンガポー
ルドル 

 
 

Ascott Residence  
Trust 

10,800.00 21,168.00  

  
CapitaCommercial  
Trust 

46,000.00 138,000.00  

  
CapitaMALL Trust  
REIT 

58,000.00 247,080.00  

  
Macquarie MEAG  
Prime REIT 

80,000.00 100,800.00  

  
Suntec Real Estate  
Investment Trust 

86,000.00 170,280.00  

 シンガポールドル 小計 356,800.00 
881,768.00 

(69,562,677)
 

 合 計  
4,640,009,924 

(3,895,612,924)
 

注１）通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。 

注２）合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 
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注３）外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 
組入投資証券 
時価比率 

合計金額に対する比率 

米ドル 投資証券85銘柄 100.0％ 56.5％ 

カナダドル 投資証券12銘柄 100.0％ 2.0％ 

ユーロ 投資証券18銘柄 100.0％ 8.2％ 

英ポンド 投資証券7銘柄 100.0％ 11.6％ 

オーストラリアドル 投資証券26銘柄 100.0％ 18.4％ 

ニュージーランドドル 投資証券1銘柄 100.0％ 0.3％ 

香港ドル 投資証券3銘柄 100.0％ 1.2％ 

シンガポールドル 投資証券6銘柄 100.0％ 1.8％ 

 

第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 
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２ ファンドの現況 
 

純資産額計算書 

   平成19年6月29日現在

Ⅰ 資産総額  64,554,623,314円 

Ⅱ 負債総額  767,680,788円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）  63,786,942,526円 

Ⅳ 発行済数量  62,373,728,778口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ）  10,227円 

 

 

 

＜ご参考＞ 

「CA グローバル REIT マザーファンド」 

   平成19年6月29日現在

Ⅰ 資産総額  6,557,119,935円 

Ⅱ 負債総額  276,932,718円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）  6,280,187,217円 

Ⅳ 発行済数量  5,860,522,007口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ）  10,716円 

 

 

第５  設定及び解約の実績 

期   間 
設定数量 

（単位：口） 
解約数量 

（単位：口） 
発行済数量 
（単位：口） 

第 1 期計算期間 
（自 平成18年12月22日）
（至 平成19年 3月 12日）

41,266,248,896  278,525,940  40,987,722,956  

第 2 期計算期間 
（自 平成19年 3月 13日）
（至 平成19年 4月 11日）

3,278,766,472  25,627,725  44,240,861,703  

第 3 期計算期間 
（自 平成19年 4月 12日）
（至 平成19年 5月 11日）

4,553,233,187  83,162,792  48,710,932,098  

第1特定期間 

第 4 期計算期間 
（自 平成19年 5月 12日）
（至 平成19年 6月 11日）

8,537,262,429  258,145,352  56,990,049,175  

（注 1）全て本邦内におけるものです。 

（注 2）設定数量は当初設定数量（27,569,107,504 口）を含みます。 
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